
８月４日（金） ８月１１日（金） ８月１８日（金） ８月２５日（金） 

理事役員会１１：３０～ 休会 定款８－１ 祝福 卓話 大原 泰昭君 

卓話 稲垣勝彦君

例

会

予

定

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

春日井ロータリークラブ 

2017～2018年度 WEEKLY REPORT 
クラブテーマ 

ふれあい緑道

本日のプログラム

司会   大橋 省吾君

・点 鐘           近藤 太門君 

・ROTARY SONG  「我等の生業」   

・今月の歌    「椰子の実」

・ビジター紹介        近藤 太門君   

・食事・歓談

・委員会報告

・会長挨拶          近藤 太門君

・ＩＤＭ

・幹事報告          加藤 宗生君 

・点 鐘           近藤 太門君

今月の歌

椰子の実 

名も知らぬ  遠き島より 

流れ寄る   椰子の実ひとつ 

故郷
ふるさと

の岸を  離れて 

汝
なれ

はそも   波に幾月
いくつき

先週の記録 

会長挨拶        会長 近藤 太門君 

おはようございます。早朝よりお集まりいただき 

大変ありがとうございます。只今司会者から紹介

がありました。この、年次大会のホストクラブを

努めております。私は春日井ロータリークラブ会

長の近藤太門です。どうぞよろしくお願いいたし

ます。本日このように多くの方にお集まりいただ

きました事、更には公私共に大変お忙しい中、お

越し下さいましたロータリークラブ 2760 地区の

神野重行ガバナーをはじめ地区役員の皆様、そし 

２０１７年７月２８日（金）２３３２回（７月第４例会）

て東尾張分区の鈴木文勝ガバナー補佐と分区役員

の皆さん又各クラブの皆さん本日はお集まりいた

だき誠にありがとうございました。こうした中で 

第 28 回インターアクトクラブの年次大会が盛大

に開催されますこと、先ずもってホストクラブと

いたしまして、お祝い申し上げます。又、この大

会を開催するにあたり、ホスト校の春日丘高校の

インターアクトの皆さん、名古屋空港ロータリー

クラブ、名古屋城北ロータリークラブそして、春

日井ロータリークラブの方々のご苦労に対して改

めて敬意と感謝を申し上げます。最後に、この年

次大会を通じていろいろと理解を深めて本日参加

されているインターアクトの皆さんの今後も更な

るご活躍をおねがいします。 以上をもちまして

簡単ではありますが、歓迎のご挨拶とさせていた

だきます 

幹事報告       幹事  加藤 宗生君 

次週予告

7 月 28 日（金）IDM 18 時～ ホテルプラザ勝川

◎例会変更のお知らせ

名 古 屋 名 東 8月8日（火）１８：００～ 

Ｒ Ｃ 夜間例会の為  

名 古 屋 名 駅 8月9日（水）１１:３０～

Ｒ  Ｃ 納涼例会の為  名鉄ニューグランド

◎例会休会のお知らせ

○名古屋千種ＲＣ ８月８日（火）は休会 

○岩倉ＲＣ    ８月８日（火）は休会 

会      長 ：近藤  太門 例 会 日 ：金曜日 12:30～13:30 

副  会  長 ：加藤 久仁明 例 会 場 ：ホテルプラザ勝川 

副  会  長 ：野浪  正毅 事 務 局 ：春日井市鳥居松町5-45 

幹      事 ：加藤  宗生  Ｔ Ｅ Ｌ ：（0568）81-8498 

会報委員長 ：古屋  義夫 Ｆ Ａ Ｘ ：（0568）82-0265 
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○名古屋城北ＲＣ  ８月８日（火）は休会 

○愛知長久手ＲＣ   ８月８日（火）は休会 

○瀬戸北ＲＣ    ８月８日（火）は休会 

○名古屋丸の内ＲＣ ８月１０日（木）は休会

○江南ＲＣ     ８月１０日（木）は休会

○津島ＲＣ     ８月１１日（金）は休会

○瀬戸北ＲＣ    ８月１１日（金）は休会

○尾張旭ＲＣ    ８月１１日（金）は休会

出席報告 委員長 梅村  守君 

会員 54 名 欠席 0名 出席率 100％ 

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   芝田 貴之君 

○第２８回インターアクトクラブ年次大会に参加

して 

足立 治夫君  青山 博徳君  場々大刀雄君  

藤川 誠二君  古屋 義夫君  早川 八郎君 

速水 敬志君  日比 雄将君  稲垣 勝彦君

伊藤 一裕君  伊藤 正之君  神田寛司君 

加藤久仁明君  加藤 宗生君  加藤  茂君 

川瀬 治通君  風岡 保広君  貴田 永克君 

北  健司君  近藤 太門君  近藤 秀樹君

松尾 隆徳君  名畑  豊君  中川  健君 

中島  泉君  成瀬 浩康君  新美 治男君 

野田  勇君  野浪 正毅君  小川 茂徳君 

小川  長君  大原 泰昭君  大橋 完一君 

大橋 省吾君  大畑 一久君  岡田 義邦君  

岡嶋 良樹君  岡本 博貴君  小野寺 誠君 

小柳出和文君  社本 太郎君  芝田 貴之君 

清水  勲君  下田 育雄君  高木  修君 

宅間 秀順君  杤本 正樹君  峠 テル子君 

梅田 英夫君  梅村 守 君  和田 了司君 

屋嘉比良夫君  山田 治 君 

インターアクトクラブ年次大会委員長挨拶    

委員長         加藤 久仁明君 

皆様、春日井の地にようこそお越しいただきま

した。中部大学春日丘高等学校インターアクトク

ラブは、今から 17年前に設立されました。その時、

私は春日井 RC新世代（青少年奉仕）委員長を仰せ

つかっており、何も解らないまま、当時の顧問の

春日丘高校の西岡先生と二人三脚で指導をしてい

た事を思い出します。その年の年次大会で、初参

加のクラブは、海外派遣研修（当時もオーストラ

リア）の枠が貰えないのが通例でしたが、時のガ

バナーの粋な計らいの一声で、一枠貰える事に成

り、生徒と共に喜んだ覚えがあります。それから

17 年、部員数も第 2760 地区で一二を誇るクラブ

に成長し、ボランティア活動も活発に行うクラブ

になりました。今回で年次大会も 2回目を担当さ

せて頂きます。春日丘高等学校インターアクトク

ラブとホストクラブの春日井・名古屋空港・名古

屋城北ロータリークラブが、熱烈歓迎致しますの

で、有意義で楽しい一日をお過ごし下さい。 

インターアクト年次大会風景 




