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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 

・国 歌      「君が代」 

・ROTARY SONG  「われら日本のローラリアン」 

・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            和田 了司君 

・幹事報告           長谷川英輝君 

・点 鐘            志水ひろみ君 

今月の祝福 

会員誕生日 
1日 林  憲正君     1日 磯野 俊雄君 
3日 小川  長君       9日 杤本 正樹君 

17日 中川  健君   19日 新美 治男君 

21日 和田 了司君   25日 岡嶋 良樹君 

29日 宅間 秀順君 

 
夫人誕生日 
4日    風岡 保広君・鈴子さん 

13日  近藤 英輝君・真理子さん 

21日  藪下 尚武君・朱美さん 

26日  杤本 正樹君・恵子さん 
 

結婚記念日 
2日 伊藤 一裕君    5日 大畑 一久君 

11日 山田  治君   16日 清水  勲君   

20日 大原 泰昭君   22日 宅間 秀順君  

 

アテンダンス表彰 

１３ヶ年   近藤 太門君 

２０１６年２月５日（金）第２２６５回（２月第１例会） 

 

5ヵ年   成瀬 浩康君 

先週の記録 

会長挨拶      会長   志水ひろみ君 

今週、公益社団法人春日井青年会議所、賀詞交換

会に出席してきました。 

渡辺佳郎 理事長さんの所信表明の中に「こころ」

を大切に！のお言葉に大きくうなずきながら拝聴

させていただきました。力強い会員さんたちのお

姿を拝見して とてもすがすがしい晴れやかな気

持ちになりました。 

ＪＣＩのみなさま、みなさまに出会えましたこと

感謝申し上げます。 

今 受験シーズンですね。 

2 週間前にセンター試験が実施されましたが そ

れについてこころ温まる記事を目にすることがで

きましたんので、ご紹介したいと思います。 

平成28年1月 受験生のみなさまへ 

いつもＪＲ東日本 郡山駅をご利用いただきあり

がとうございます。今、このメッセージを書いて

いる私も、数年前はみなさんと同じように受験生

でした。その頃、私には夢がありました。学校で 

はもちろん、帰宅後もたくさん勉強しました。通

学途中の電車での数分間も友だちといっしょに予

習・復習 時には、参考書を片手にうたた寝をし

て降りる駅を寝過ごしてしまうなんてこともあり

ました。そして迎えた試験当日。最後まであきら

めず全力で取り組みました。現在、私は駅員のひ

とりとして働いています。これから夢に向かうみ

なさんのために駅での仕事を通して微力ながらも

お力添えができれば幸いです。そして、そのよう

な仕事に出会えたことを誇りに思っています。残

念ながら、あの頃抱いていた夢は叶えることがで 
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きませんでしたが、道はひとつではありません。

みなさんが今持っている夢や目標のために、ぜひ

全力で取り組んでほしいと思います。きっと何か

が見えてくるはずです。郡山駅社員一同、心より

応援いたしております。    郡山駅 

これは、郡山駅の 2人の女性駅員が「受験生に少

しでもエールを送りたい」と書いたものです。黒

板はセンター試験の 2日間、特別に駅構内に設置

されたようです。とても暖かい心遣いですよね。

ちなみに改札付近では、「使い捨てカイロ」と手作

りメッセージカードの入った「ポケットティッシ

ュ」も配布されたのだそうです。 

 

幹事報告      幹事   長谷川英輝君 

クラブ行事 

： 3月 6日（日） 東港ＲＣ来訪 14名 

プラザ勝川にて 18 時～交流会を行うことを検討

中です。来週の理事会に諮ったうえで正式にご案

内したいと思います。 

地区行事 

： 3月 3日（木） 地区審議会 15時～ 名鉄グ

ランドホテル 

出席義務者は志水ひろみ会長 

その他 

2月のロータリーレート 120 円 

次週予告    

2 月 5日（金） 理事役員会 11：30～ 

祝福 

卓話 和田 了司君 

 

◎例会変更のお知らせ 

尾 張 中 央 
ＲＣ 

２月１７日(水) ２月１２日（金） 

知的障害者支援の為 小牧交際ボーリング

羽 島 ２月１６日(火) ２月１６日（火）１８：００

   ＲＣ ガバナー補佐訪問の 為アンディアーモパルテンツァホテル 

岡 崎 南 ２月１６日(火) ２月１６日（火）１２：３０

   ＲＣ 交流例会の為 岡崎コンファレスセンター

 
出席報告       委員長  古屋 義夫君 

会員 58 名 欠席 29名 出席率 50.0%

先々週の修正出席 欠席 2名 出席率 96.6%

 

ニコボックス報告    委員長   岡嶋 良樹君 

〇お肉（２９日）の日楽しみにしています。 
中川裕哉さん歓迎します。    志水ひろみ君 
〇夜間例会に。         伊藤 正之君 
〇毎年恒例の写真展、２月１８日（木）～２２日 
（月）清水屋さん４階で。    和田 了司君 
〇よろしくです。        速水 敬志君 

〇久しぶりで。         小川 茂徳君 
〇チョットいいことがありました。小川  長君 
〇本日司会を勤めさせてもらいます。よろしくお

願いします。          近藤 太門君 
〇本日も宜しくお願いします。  古屋 義夫君 
〇よろしくお願いします。    大原 泰昭君 
〇夜間例会に。 
足立 治夫君  梅村  守君  加藤久仁明君 
加藤 宗生君  貴田 永克君  北  健司君 
近藤 秀樹君  芝田 貴之君  社本 太郎君 
杤本 正樹君  宅間 秀順君  成瀬 浩康君 
中川  健君  長谷川英輝君  蓮野 美廣君 
場々大刀雄君  屋嘉比良夫君 
〇御協力、ありがとうございます。岡嶋 良樹君 
 

 

会長挨拶 志水 ひろみ君 

 

 

 

 



 

 

 

ゲスト紹介 中川 雄哉さん 

 

 

 

乾杯挨拶 加藤直前会長 

 

 

 

大鹿シェフ 料理紹介 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



夜間例会風景 

 

 

 

 


