
   

経済と地域社会の発展月間/米山月間 
１０月１６日（金） １０月２４日 25 日 １０月３０日(金) １１月６日（金） 
卓話 10 月 23 日（金）は 夜間例会 18 時～ 理事役員会１１：３０

柳下 崇子君 ＷＦＦに変更 ホテルプラザ勝川 祝福 

例

会

予

定 ミスケローナ   クラブ協議会１３：３０
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春日井ロータリークラブ 
2015～2016 年度 WEEKLY REPORT クラブテーマ 

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  「我ら日本のロータリアン」 

・今月の歌    「かかし」 

・ビジター紹介         志水ひろみ君 

・食事・歓談 
・委員会報告 
・会長挨拶           志水ひろみ君 
・交通安全チラシ配り 

・幹事報告           長谷川英輝君 

・点 鐘            志水ひろみ君 

今月の歌 

かかし 

山田の中の   一本足のかかし 

天気のよいのに  みの笠つけて 

朝から晩まで  ただ立ちどほし 

あるけないのか  山田のかかし 

先週の記録 

幹事報告      幹事   長谷川英輝君 

 第 4 回理事役員会 

下記審議事項につき承認可決されました。 
第 1 号議案：開始貸借対照表並びに９月度収支表

の件 
第 2 号議案：福祉の集い 当日運営について 
第 3 号議案：第１回指名委員会について 
第 4 号議案：ＩＭ バスの手配について 
第 5 号議案：東港ロータリー記念品について 
第 6 号議案：東港ロータリーご祝儀について 
第 7 号議案： サンジロンクーズＲＣ来賓お土産

について 
第 8 号議案：10 月 30 日（金）夜間例会について 

２０１５年１０月９日（金）第２２５０回（１０月第２例会） 

 

 クラブ行事 

：10 月 5 日（月）地区補助金事業として、春日井

高校にて交通安全教室を開催します。 

 その他 

 2018-19 年度 ガバナーノミニー・デジグネー

ト選出の報告 
地区より、2018-19 年度ガバナーノミニーとして

村井總一郎君（豊橋ＲＣ）が選出されたとの報告

がありました。 

次週予告    

10 月 9 日（金） 例会変更にて、勝川駅で交通安

全チラシ配りを行います。 
ホテルプラザ勝川２階さくらの間 16：30 集合、

17 時よりチラシ配り 
 
◎例会変更の案内 
岡 崎 南 １０月２０日(火) １０月２０日(火) 

   ＲＣ 職場例会の為 岡崎女子大学 

瀬 戸 北 １０月２０日(火) １０月２５日(日)  

   ＲＣ ＷＦＦ例会の為久屋大通公園 

名 古 屋 葵 １０月２２日(木) １０月２５日(日) 

   ＲＣ ＷＦＦ例会の為久屋大通公園 

名 古 屋 東 １０月１９日(月) １０月１９日(月) 

   ＲＣ ガバナー公式訪問の為東急ホテル 

名 古 屋 城 北 １０月２０日(火) １０月２４日(土) 

   ＲＣ ＷＦＦ例会の為久屋大通公園 

愛 知 長 久 手 １０月２０日(火) １０月２４日(土)  

   ＲＣ ＷＦＦ例会の為久屋大通公園 

 

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 



 
岩 倉 １０月２０日(火) １０月２０日（火）12：30

   ＲＣ ガバナー公式訪問の為犬山ホテル

犬 山 １０月２0日(火) １０月２０日(火) 

   ＲＣ ガバナー公式訪問の為犬山ホテル

名古屋アイリス １０月２１日(水) １０月２１日(水) 

   ＲＣ 夜間例会の為 香楽 

江 南 １０月２２日(木) １０月２０日（火）12：30

   ＲＣ ガバナー公式訪問の為犬山ホテル

瀬 戸 １０月２１日(水) １０月２３日（金） 

   ＲＣ ガバナー公式訪問の為グレイセル

小 牧 １０月２１日(水) １０月２０日（火） 

   ＲＣ ガバナー公式訪問の為犬山ホテル

名 古 屋 守 山 １０月２１日(水) １０月２５日(日) 

   ＲＣ ＷＦＦ例会の為久屋大通公園 

名古屋丸の内 １０月２２日(木) １０月２２日(木)15：00 

   ＲＣ 家族例会の為日本特殊陶業市民会館 

 
出席報告       委員長  古屋 義夫君 

会員 59 名 欠席 14名 出席率 76.2 

先々週の修正出席 欠席 0名 出席率 100% 

 

ニコボックス報告    委員長   岡嶋 良樹君 

〇姉妹都市市民の会としてお願いします。 
１０月１８日のミスケローナ歓迎会への出席（３

０００円）と市民の会の入会よろしく。 
〇祝福、卓話、ネパール頑張れ！ 松尾 隆徳君 
〇夫人誕生を受ける喜びで。   清水  勲君 
〇祝福ありがとうございます。  近藤 秀樹君 
〇妻への誕生日のお花ありがとうございました。 
                神田 寛司君 
〇少し嬉しいことがありました！ 山田  治君 
〇祝福の皆様おめでとうございます。卓話楽しみ

にしています。         古屋 義夫君 
〇１０月１１日高蔵寺ミュージックジャンボリー 
の晴天を願って。        青山 博徳君 
〇卓話を楽しみにしています。  近藤 太門君 
〇シュレスタさんの卓話楽しみに。宅間 秀順君 
〇いつも有難うございます。   大橋 省吾君 
〇よろしくお願いします。    大原 泰昭君 
〇祝福おめでとうございます。 
足立 治夫君  磯野 俊雄君  伊藤 一裕君  

梅田 英夫君  梅村  守君  小川  長君 
大畑 一久君  小川 茂徳君  小野寺 誠君

加藤  茂君  風岡 保広君  加藤 宗生君  

貴田 永克君  川瀬 治通君  志水ひろみ君  

清水  勲君  杉山 孝明君  杤本 正樹君  

名畑  豊君  成瀬 浩康君  早川 八郎君 
長谷川英輝君  速水 敬志君  蓮野 美廣君   
屋嘉比良夫君  藪下 尚武君 
〇御協力、ありがとうございます。岡嶋 良樹君

卓話   ＮＰＯ法人 内田さん 松元さん 

ふるさとかすがい」NPO 法人あいちかすがいっ

こ 

【NPO法人あいちかすがいっことは？】 
活動理念 
子育て孫育てに関わる全ての人の「はじめの一歩」

を助長し、助けあう」「支えあう」「認めあう」

「見守る」 
地域づくりを基本理念とし、地域と連携をはかり、 
繋がる・広がるネットワークづくりに関する事業

を行い、子どもと大人、個と社会それぞれが、 
互いに「支え合い･助け合う」ことが自然にできる

環境を目指すことを目的とする。 
・子どものふるさと春日井 
 子どものふるさと春日井が、暮らしやすい街で

あり続けること。 
・地域を巻き込みみんなで子育て 
 少子高齢社会を支えるであろう子ども達を大切

に育てる。 
・子はかすがい 子育ては春日井 
 子ども達が高齢者を支えるよいう意識付けを今

の母親世代から伝えるべきであると考えている 
行政（春日井市）×企業（みなさま）×NPO（わた

したち）×学生（支える子どもたち） 
全ての人材を繋ぐことが、私たちあいちかすがい

っこにできることだと考えています。 
子ども達が、将来「ママになりたい！」「パパに

なりたい！」と思える社会へ 

 
 

（現在、結婚したくないと思っている若者が増え

ている。） 
【ママの文化祭について】 
尾張地区最大のママイベント 
～見つかる つながる ママのネットワーク～ 
第 3回 ママの文化祭® 
２０１６年１月２２日金曜日 
１０：００－１５：００ 
入場料 無料 
会 場 春日井市総合体育館 
後 援 春日井市 日本財団 春日井商工会議所 

中日新聞社（予定）  



特別協賛 王子ネピア株式会社 大和エネルフ株

式会社 
主 催 NPO法人あいち かすがいっこ ママの

文化祭実行委員 
 イベント目的 
ママの文化祭を通じて「発見」はもちろん、地域

とのつながりや世代間交流を図り、「地域で子育

てをすることのすばらしさ」を知ってもらい、『マ

マ×子育て支援団体×企業』のネットワークを形成

し、より子育てしやすい春日井市にしていくこと

を目的としています。 
 文化祭の内容は？ 
 ママによるママのための「試せる・学べる・創

れる・癒される」イベント 
ママの文化祭の力によって、地域交流を図り、春

日井市を盛り上げたい。 
そして、なにより「明日からまた育児や家事、仕

事を頑張ろう」という活力や、出店しているママ

や発表しているママの姿を見て「私にも何かでき

るかもしれない」という新たな出会いが生まれれ

ばと思います。 
 ママの「好き」「得意」「経験」がカタチにな

ったママブースマッサージ・メイク・ネイル・手

作り雑貨など、ママの「好き」「得意」「経験」

を活かしたブースがたくさん。 
また、出展するママと来場者・ママ同士・ママと

企業・ママと社会が笑顔でつながることのできる

場に。 
同じ子育て仲間がイキイキと活躍しているブース

は、訪れるママたちにとっても「私にも何かでき

ることがあるかも」と、その一歩を踏み出すきっ

かけになるはずです。 
 ママを応援してくれる企業・行政ブース 
ママの暮らしをサポートしてくれる企業・行政ブ

ース。 
出展する企業・行政から頂く今回の出展料は、あ

いちかすがいっこが春日井市の子育て環境を整え

る事業で、役立てさせて頂きます。 
 子どもと楽しく ママが輝くステージやスポー

ツパフォーマンス 
子どもが大喜びのステージをはじめ、ママサーク

ルの活動を発表する場を用意します。 
ママコーラス・フラダンス・ヨガ・バランスボー

ルなど。 
【ネピア春日井ブランド化推進プロジェクトにつ

いて】 
春日井ブランドの取り組みと説明。 
子育ては、母親たちのキャリアであり、ブランク

ではありません。幼い子どもがいるから、働くこ

とを諦めている母親達のスキルを活かせる環境を

み出していき、春日井市から全国へ発信をしてい

きたいです。 

 

 

卓話 米山奨学生  シュレスタラクシミさん 

学生生活で感じたこと 
最近の私は、主に内定を頂いた企業の課題や単位

取得、ネパールにおける祭礼行事「ダサイ」の研

究―その多様性と発展動態を研究しています。学

生生活は残り６ヶ月程度を残すのみとなってしま

いました。長いようで短かった学生生活ですが、

私にとってかけがえのない 6 年だったと感じてい 
ます。 
ネパールから日本へ来て、はじめての一人暮らし、

その時初めて外国の留学生や日本人の学生達と顔

と顔合わせて話していたことがとても印象に残っ

ています。はじめての土地で様々なことを経験し

ました。緊張や戸惑いの連続で大変なこともあり

ましたが、新しい友人とのつながり、生活環境か

ら得るものも多くありました。新しい地での生活

にも慣れ、楽しく過ぎていく中で多くの知識も吸

収していきました。毎日が新鮮でした。 
私にとって一番印象に残っているのが就職活動で

す。エントリーシートの提出や面接で毎日緊張の

連続で、気の休まる暇もありませんでした。そん

な苦労の未、ある会社から内定を頂き就職活動を

終えることができました。この就職活動の中でも

ビジネスマナー、スケジュール管理等、多くのこ

とを学びした。これらの経験全てに関して奨学金

が助けになってくれたと私は感じています。学費

や生活費の足しに使用しました。 
今までロータリ－米山記念奨学会様にお世話にな

り、非常に助かりました。 
 



会員誕生日 足立治夫君 

 
地区補助金事業 交通安全教室 

平成 27年 10月 5日 場所 春日井高校 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


