
青少年奉仕月間

６月３日（金） ６月１０日（金） ６月１７日（金） ６月２４日（金）

理事役員 11：30 卓話 ＩＤＭ 休会 定款６－１

祝福 卓話 徳洲会循環器内科医長 ホテルプラザ勝川

例

会

予

定 藤川誠二君小柳出和文君 青山 英和先生 １８時から

  ホームページ：http://www.kasugai-rc.jp     E-mail：ksgi-rc@gaea.ocn.ne.jp

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 「我等の業」 

・今月の歌   「おお牧場は緑」 

・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

・ 

・幹事報告           長谷川英輝君 

・点 鐘            志水ひろみ君 

今月の歌 

おお牧場は緑 

おお牧場はみどり 草の海風が吹く 

おお牧場はみどり よく茂ったものだ ホイ 

雪がとけて川となって 山を下り谷を走る 

野を横ぎり畑うるおし 呼びかけるよ私に 

先週の記録 

幹事報告      幹事   長谷川英輝君 

 その他

① ２０１６年 5 月のロータリーレートは、１ド

ル＝１１０円 

次週予告   

5 月 27 日（金） プラザ勝川にて夜間例会 

18：00～ 17：30 受付開始

 本日

２０１６年５月２７日（金）２２７９回（５月第３例会）

本日１８時より３ＲＣ現次期合同理事役員会 プ

ラザ勝川

◎例会変更のお知らせ 

岡 崎 南

ＲＣ

６月７日（火) ６月７日（火）１８：００ 

バーべキュー例会の為小久井農場 

愛 知 長 久 手 ６月１４日（火) ６月１９日（日） 

   ＲＣ 家族会の為 南知多方面 

尾 張 旭 ６月１７日（金）６月１６日（木） 

   ＲＣ 夜間例会の為 未定 

西 尾 ６月７日（火）６月５日（日）１２：００ 

   ＲＣ 家族例会の為らんらんいちご園 

◎例会休会のお知らせ 

○瀬戸北ＲＣ    ５月３１日（火）は休会 

○一宮ＲＣ     ６月９日(木)は休会 

○小牧ＲＣ     ６月８日(水)は休会 

出席報告 委員長 古屋 義夫君 

会員 61名 欠席18名 出席率70.5% 

先々週の修正出席  －   － 

ニコボックス報告    委員長   岡嶋 良樹君 

〇祝福のみなさんおめでとうございます。

                志水ひろみ君

〇祝福の皆様おめでとうございます。岡本さんの

卓話楽しみにしています。    長谷川英輝君

〇妻の誕生日で祝福を頂きありがとうございます。

岡本君の卓話楽しみです。    下田 育雄君

〇春日井高校のＰＴＡ会長の任を終えた事。

                小川 茂徳君

〇結婚記念のお祝をありがとうございます。

                川瀬 治通君



〇祝福の皆様おめでとうございます。

                大原 泰昭君

〇古屋さんご結婚おめでとうございます。

                和田 了司君

〇祝福の皆さんおめでとうございます。

                加藤 将人君

〇祝福ありがとうございました。 加藤 宗生君

〇今月結婚記念日にて。     岡本 博貴君

〇祝福の皆さんおめでとうございます。

                近藤 秀樹君

〇妻の誕生日の祝福を頂いて。  屋嘉比良夫君

〇祝福の皆さんおめでとう。   貴田 永克君

〇卓話楽しみにしています。   山田  治君

〇岡本君がんばって下さい。   青山 博徳君

〇祝福ありがとうございます。  成瀬 浩康君

〇祝福の皆さんおめでとう。   近藤 太門君

〇５月２１（土）２２（日）５６ｔｈ春季バラ展

を春日井植物園にて開催します。 北  健司君

〇祝福の皆さんおめでとうございます。

                場々大刀雄君

〇祝福ありがとうございます。  太田 弘道君

〇とうとう結婚いたしました。  古屋 義夫君

〇祝福おめでとうございます。卓話を聞く喜びで。

足立 治夫君  梅村  守君  岡田 義邦君

加藤久仁明君  加藤  茂君  風岡 保広君

河村 哲也君  神田 寛司君  清水  勲君

芝田 貴之君  社本 太郎君  杉山 孝明君

杤本 正樹君  名畑  豊君  新美 治男君

林  憲正君  速水 敬志君  蓮野 美廣君

薮下 尚武君

〇御協力、ありがとうございます。岡嶋 良樹君

卓話             岡本 博貴君 

まずは、殆どの皆様 初めまして こんにちは。私

は、この度 伝統ある春日井ロータリークラ 

ブに 入会させていただきました。株式会社 黒潮

の岡本博貴と申します。こんな若造で御座います

が ロータリークラブのメンバーとして恥じぬよ

う 活動に参加させていただきますので、どうかよ

ろしくお願い申し上げます。この様な貴重なお時

間を頂戴致しましたので、この機会に私の人とな

り、そして会社概要  この 2つをお話しさせて頂

きます。 

私は、昭和 50年生まれ今年 41歳 です。乙女座 AB

型。子供が 2人と 奥さんが 3人…と言いたいとこ

ろですが 

1人で 4人家族です。 

今回 お話しさせて頂くにあたり 自己分析をさせ

ていただきました。 

分析結果は、サービス業ということもあり、良い

表現ですと 合わない方はいない。協調性のあるタ

イプであると。しかし、悪く言うとみんなに良い

顔する 八方美人で 強く自分の意見を強く言わな

いタイプでしょうか。 

しかし、こんな私が 自分でも驚くくらい変わる時

があるんです。組織に入り 組織の為に行動しなく

てはならない時。 

自分の会社の中や 以前 席を置いていた春日井青

年会議所。それらの組織で重要な役を受けると、

自分の経験の範囲の思想だけで発言、行動はでき

ません。 

その 組織の面白さに強く関心を持ち 今では、中

小企業同友会 青年部  春日井商工会議所 青年

部  春日井倫理法人会 もう卒業しましたが、春日

井青年会議所  いわゆる JC  そして、春日井この

ロータリークラブに所属させて頂いております。 

全て、無理に入らされたとかでないので 最近では

私の趣味なんだなと思っています。まぁ、いろん

な団体に参加してる男。ぐらいの認識を持って頂

ければ幸いです。 

次に、会社の 宣伝をさせて頂きます。 

私は 3代目で祖父が創業しました。篠島で民宿 食

事処を昭和 25年に創業し、その後 名古屋に拠点

を移し 小料理屋を開き、利益を出して その後 春

日井市役所前の日本料理黒潮を開店しました。 

春日井では 40年以上 商売をさせて頂いておりま

す。 

今は、弁当 黒潮 11 販売所  日本料理 黒潮  1

店舗  ホルモン焼き黒潮  2店舗  割烹 黒潮1店

舗  

企業理念   【美味い、早い、安い】 

経営理念 

1 つ 私達は、お客様に最高の 美味い  おもてな

し  幸せを提供します。 

1 つ私達は、黒潮応援団を増やし  地域に愛され

る企業を目指します。 

1つ私達は、共に資質を高め 夢をかなえられる企

業を目指します。 

です。 

諸先輩方と共に この地域を明るく豊かにしてま

いりたいと思います。 

今後ともよろしくお願い致します。 

あしながおじさんの手紙 

（あしながおじさんは 名畑 豊だん） 

Francis Mae Toong（第４次奨学生） 

親愛なるあしながおじさんへ 

最初に、心から個人的におじさんの親切な志に感

謝申し上げます。 



あしながおじさんの優しさに心からお礼を申し上

げます。 

この奨学金は私にとって大きな、本当に大きな助

けとなっており、私を幸せに導いてくれています。 

もうすぐ試験が終わります。 

試験が終わったら、今度は合唱コンクールの練習

がある為とても忙しいです。 

合唱コンクールが終わったら、きっと私は楽しい

気分になります。 

なぜなら、その試験とコンクールの試練が終われ

ば、学校が休みになるからです。 

いただいた奨学金で、私は学校で必要ないろいろ

なものを買うつもりです。 

そのおかげで、お母さんは私の学費のために一生

懸命働くことから少し開放されることになりまし

た。 

卓話 岡本 博貴君 

会員誕生日お祝い 

結婚記念日お祝い 

４月２８日掲載 


