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水と衛生月間

２月１０日（金） ２月１７日（金） ２月２４日（金） ３月３日（金）
卓話 祝福 夜間例会 理事役員会１１：３０

愛知Ｅクラブ 春日井警察職員表彰 ホテルプラザ１８時 クラブ協議会１３：３０

例

会

予

定 幹事 稲熊 茂雄君 卓話春日井警察署長酒井紀人氏 卓話 芝田 貴之君
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春日井ロータリークラブ 
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クラブテーマ

ロータリーの森

本日のプログラム

司会   杤本 正樹君

・点 鐘            伊藤  純君 

・国 歌       「君が代」 

・ROTARY SONG 「四つのテスト」 

・ビジター紹介         伊藤  純君 

・食事・歓談

・委員会報告

・会長挨拶           伊藤  純君

・卓 話  地区職業奉仕委員  青山 博徳君 

・幹事報告           成瀬 浩康君 

・点 鐘            伊藤  純君 

先週の記録 

会長挨拶      会長   伊藤  純君 

1月 25日（水）ホテルプラザにて青年会議所の新
年会に会長として出席してきました。今年はロー

タリーが挨拶の順番だったので、祝辞とロータリ

ークラブの宣伝を話してきました。やはりロータ

リーへの勧誘は同世代の JC 出身者にお願いをし
なければと思いました。

それから今月の理事会において、会員拡大委員会

からの依頼を受けまして、会長提案議題として、

例会日の変更を否決されました事案ですが、48年
前に金曜日に決定されましたが、アンケート結果

を見ても賛成する会員が、反対数が上回っており

ます。ロータリーの信念「みんなに公平か」に当

てはめてみても無理がある様に感じます。

世の中の情勢をみても「ハッピーマンデー」「プレ

ミアムフライデー」と時代と共に、情勢は変わっ

ております。50 周年記念事業の計画の中に 100
周年に向けての例会日について、検討して頂けれ

ばと思います。最後に近隣クラブの例会日につい

て参考までにお伝えしておきます。 

２０１７年２月３日（金）２３０９回（２月第１例会） 

月曜 10クラブ
火曜 13クラブ
水曜 13クラブ
木曜 11クラブ
金曜 5クラブ

幹事報告      幹事   成瀬 浩康君 

お知らせ 

＊米山奨学生の世話クラブとカウンセラー引き受

けのお願い 

＊2月のロータリーレートは１ドル116円 

次週予告 

＊2月3日 卓話 地区職業奉仕委員会青山博徳君 

11時 30分 理事役員会 5Ｆ若草  

◎例会変更のお知らせ 

岩 倉 ２月２１日（火）2月21（火）１２：３０ 

   ＲＣ パスタ例会の為ダールフルット 

あ ま ２月１８日（月） 

   ＲＣ ＩＭの為  

津 島 ２月１７日（金）２月１８日（土） 

   ＲＣ ＩＭの為名鉄ニューグランドホテル 

名 古 屋 清須 ２月２１日（火）２月１８日（土） 

   ＲＣ ＩＭの為  

江 南 ２月１６日（木）２月１６日（木））１９：００ 

   ＲＣ 合同夜間例会の為 商工会館 

名古屋アイリス ２月１５日（水）２月１５日（水）１８：３０ 

   ＲＣ 合同夜間例会の為 グランコート名古屋 

名 古 屋 守山 ２月２２日（水） 

   ＲＣ 夜間ゆったり例会の為  

会      長 ：伊藤  純 例 会 日 ：金曜日 12:30～13:30 

副  会  長 ：社本 太郎 例 会 場 ：ホテルプラザ勝川 

副  会  長 ：宅間 秀順 事 務 局 ：春日井市鳥居松町5-45 

幹      事 ：成瀬 浩康  Ｔ Ｅ Ｌ ：（0568）81-8498 

会報委員長 ：加藤 宗生 Ｆ Ａ Ｘ ：（0568）82-0265 

Ｅ- mail ：Ksgi-rc@gaea.ocn.ne.jp



◎例会休会のお知らせ

○名古屋北ＲＣ  ２月１７日（金）は休会 

○名古屋東ＲＣ  ２月１３日（月）は休会 

出席報告 委員長 大橋 省吾君 

会員 59 名 欠席 25名 出席率 57.6% 

先々週の修正出席 欠席 4名 出席率 93.2% 

◎ビジター紹介   会長   伊藤  純君 

○小牧ＲＣ     松尾 憲二郎君 

ニコボックス報告    委員長   速水 敬志君 

○お世話になります。 小牧 RC 松尾憲二郎君
○今日はお世話になります。   近藤 太門君

○次週は青山が卓話です。ご期待ください。

                青山 博徳君

○次年度理事役員の皆様、御苦労さんです。

                貴田 永克君

○次年度もよろしくお願いします。古屋 義夫君

○いつもありがとうございます。 大橋 省吾君

○先回、本人が気づかなかった喜寿のお祝いを頂

きましてありがとうございました。中島  泉君

○午前中、熱で来院した人は 100％インフルエン
ザでした。注意してください。  川瀬 治通君

○蓮野会員にはいつもお世話になっています。あ

りがとう。           小川  長君

○定例会に参加できる喜びで

河村 哲也君  野浪 正毅君  風岡 保広君

志水ひろみ君  杤本 正樹君  加藤  茂君

長谷川英輝君  山田  治君  屋嘉比良夫君

宅間 秀順君  小柳出和文君  伊藤 一裕君

社本 太郎君  岡嶋 良樹君  加藤久仁明君

蓮野 美廣君  成瀬 浩康君  北  健司君

小野寺 誠君  清水  勲君  速水 敬志君

○ご協力ありがとうございます。

ニコボックス委員会

会長挨拶 伊藤 純君 

2017～2018 理事・役員挨拶 


