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７月２４日（金） ７月３１日（金） ８月７日（金） ８月１４日（金） 
ＩＤＭ ガバナー補佐訪問 理事役員会 11：30 休会 定款６－１ 
ガーデンレストラン 朱宮新治ガバナー補佐 祝福  
徳川園 １８時～ クラブ協議会 13：30 卓話 屋嘉比良夫君  
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ニュートンのリンゴの木 ニュートン科学館 

本日のプログラム 
           司会   青山 博徳君 
・点 鐘            志水ひろみ君 

・ROTARY SONG    「我らの生業」 

・今月の歌     「ふじの山」 

・ビジター紹介         志水ひろみ君 

・食事・歓談 
・委員会報告 
・祝 福 
・卓 話            青山 博徳君 

・幹事報告           長谷川英輝君 

・点 鐘            志水ひろみ君 

今月の歌 

ふじの山 

あたまを雲の  上に出し 
四方の山を   見おろして 

かみなりさまを 下にきく 

ふじは日本一の山 

 今月の祝福 

会員誕生日 
1日 近藤 太門君    2 日 近藤 秀樹君 
3 日 加藤  茂君      11 日 岡田 義邦君 

13 日 北  健司君      17 日 古屋 義夫君 
21 日 山田  治君      22 日 青山 博徳君 
31 日 志水ひろみ君 
 
夫人誕生日 
1 日   川瀬 治通君・由紀子さん 
8 日   宅間 秀順君・裕美子さん 
24 日  近藤 太門君・八重子さん 
25日  場々大刀雄君・みづえさん 

26日  早川 八郎君・和代さん          

27日  小野寺 誠君・ひろみさん 

 

２０１５年７月１７日（金）第２２３９回（７月第３例会） 

 
30日 岡田 義邦君・孝子さん 

31日 和田 了司君・維希子さん 

 
結婚記念日 
12日  河村 哲也君   

アテンダンス表彰 

１６ヶ年   志水ひろみ君 
１５ヶ年   北  健司君 
５ヶ年    伊藤 一裕君 

５ヶ年    宅間 秀順君 

４ヶ年    中島  泉君 

２ヶ年    青山 博徳君 

 〃     岡嶋 良樹君 

先週の記録 

会長挨拶       会長  志水ひろみ君 

本日、新年度２回目の例会です。 
長谷川幹事と共に、小牧ＲＣさん、名古屋空港Ｒ

Ｃさん、名古屋城北ＲＣさんへご挨拶にうかがっ

てきました。 
先週は、名古屋空港ＲＣさんの波多野会長さま、

照井幹事さま、名古屋城北ＲＣさんの岩田会長様、

奥村幹事様、の訪問を受けました。 
そして本日、小牧ＲＣさまの水野会長さま、松尾

幹事様がおみえになっておられます。 
私と長谷川幹事は先週と今週にこの３クラブ様を

訪問させていただきました。 
小牧ＲＣさまでは開会点鐘前にセルフコーヒーコ

ーナーを設営されておられその歓迎をうけました。 
また新会員さんの入会式もありました。 
スポンサークラブさんの訪問でしたのでたいへん 
緊張しましたが、小牧ＲＣの皆様の熱いエールを 
いただき、士気を高めて帰途につきました。 

会      長 ： 志水ひろみ 例 会 日 ：金曜日 12:30～13:30

副  会  長 ：名畑  豊 例 会 場 ：ホテルプラザ勝川 

幹   事 ：長谷川英輝  事 務 局 ：春日井市鳥居松町 5-45

会報委員長 ：成瀬 浩康  Ｔ Ｅ Ｌ ：（0568）81-8498 

 Ｆ Ａ Ｘ ：（0568）82-0265 

   Ｅ- mail ：Ksgi-rc@gaea.ocn.ne.jp 



本当にありがとうございます。 
名古屋空港ＲＣさまでも、会員の皆様がそれぞれ

に励ましてくださいました。 
とくに３年前の名畑パスト会長の時の幹事の私と

同期の山北幹事さまが離れたお席から「早退され

ますか？ いつでもどうぞ！ 」とメッセージを

おくってくださり本当に和やかな例会でした。 
名古屋城北ＲＣさまは「待っていたよ 会長 が

んばれ！」とおっしゃってくださり、ほぼ全員の

皆様が友情の握手をしてくださいました。 
ラビンドランＲＩ会長の「世界へのプレゼントに

なろう」加藤陽一ガバナーの「ロータリーの原点

に学ぶ」【友情と寛容の輪を拡げよう】 
まさに友情と寛容の輪がひろがり、大変有意義な

訪問でした。 
 

幹事報告      幹事   長谷川英輝君 

クラブ行事 

：7 月 31 日（金） ガバナー補佐訪問例会終了後、

第 2 回クラブ協議会 
出席義務者：理事役員、各委員長、入会 3 年未満

の会員 

地区行事 

：RLI（ロータリー・リーダーシップ研修会）2760
分科会研修 全 3 回 
出席者は伊藤純会長エレクト 

その他案内 

○ガバナー・エレクト事務所開設のお知らせ 

○2018-19 年度ガバナー候補の推薦について 

9月25日 ガバナーノミニー候補推薦書の提出締

め切り 

○第 13回日韓親善会議開催のご案内  

9月 4日13時～ グランドプリンスホテル新高輪  

次週予告    

7 月 17 日（金） 祝福 
卓話：青山博徳君 
 

◎例会変更の案内 
名 古 屋 北 ７月２４日(金) ７月２３日(木)１７：３０ 

   ＲＣ 合同ＩＤＭの為 徳川園 

尾 張 旭 ７月２４日(金) ７月２５日(土)１８：００ 

   ＲＣ 夜間例会の為 卓楽 

 
出席報告       委員長  古屋 義夫君 

会員 58 名 欠席 27名 出席率 53.4%

先々週の修正出席 欠席 0名 出席率 100% 

 

◎ビジター紹介    会長  志水ひろみ君 

○名古屋和合ＲＣ   坪井 和義君 

○小牧ＲＣ      水野 聖仁君    

  〃        松尾憲二郎君   

 

ニコボックス報告    委員長   岡嶋 良樹君 

〇志水会長、一年間体に気をつけてがんばって下

さい。     名古屋和合ＲＣ 坪井 和義君 
〇今年もよろしくお願いします。 
    小牧ＲＣ 水野 聖仁君 松尾憲二郎君 

〇小牧ＲＣ水野会長、松尾幹事様、ようこそ！  
志水ひろみ君 

〇明後日、式を挙げさせて頂きます。多くの方に 
パーティーにご参加頂ける事、大変ありがたく存

じます。よろしくお願いします。 日比 雄将君 
〇家内に観葉植物が届きました。ありがとう。 
                宅間 秀順君 
〇小牧ＲＣ会長幹事、歓迎します。山田  治君 
〇今日も元気に頑張ります！！  小野寺 誠君 
〇ドーム家族会までに最下位脱出を願って。 
                青山 博徳君 
〇会計頑張ります。       近藤 秀樹君 
〇本日もヨロシクお願いします。 古屋 義夫君 
〇クラブフォーラムご苦労様です。近藤 太門君 
〇よろしくお願いします。 
足立 治夫君  伊藤 正之君  梅村  守君 
太田 弘道君  大橋 省吾君  加藤  茂君 
加藤 宗生君  風岡 保広君  川瀬 治通君 
北  健司君  貴田 永克君  清水  勲君

社本 太郎君  杉山 孝明君  杤本 正樹君  

峠 テル子君  名畑  豊君  成瀬 浩康君  

長谷川英輝君  早川 八郎君  屋嘉比良夫君 
和田 了司君 
※お詫び 前回の会報で記載漏れがございました。 
ここで追加させていただきます。 
〇本日お世話になります。 
 名古屋空港ＲＣ 波多野 真君 照井 道夫君 
〇一年間よろしくお願いします。 
        名古屋城北ＲＣ 岩田 佳之君 
〇城北ＲＣ幹事の奥村です。宜しくお願いします。 
        名古屋城北ＲＣ 奥村 一憲君 
〇御協力、ありがとうございます。岡嶋 良樹君 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

小牧ＲＣ 表敬訪問ご挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラブフォーラム 

各委員長挨拶

 

 

 

 

 



 

 

 


