
疫病予防と治療月間

１２月２１日（木） １月５日（金） １月１２日（金） １月１９日（金） 

クリスマス家族会 18：00～ 休会（定款８－１） 第７回理事役員会 17：00～ 祝福

（12 月２２日の変更） 新年例会（夜間例会） 第４回クラブ協議会 13：30～

例

会

予

定 マリオットアソシア

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 
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ふれあい緑道

本日のプログラム 

司会   会場委員会

・点 鐘           近藤 太門君    

・ROTARY SONG  「奉仕の理想」 

・今月の歌   「きよしこの夜」 

・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 

・卓話 中部大学応用生物学部  

         助教授   堀部 貴紀氏  

・幹事報告          加藤 宗生君 

・点 鐘           近藤 太門君 

今月の歌 

    きよしこの夜 

   きよしこの夜   星はひかり 

   救いの御子は   み母のむねに 

   眠りたもう    夢やすく 

       先週の記録   

幹事報告       幹事  加藤 宗生君 

☆１２月１５日（金）卓話 中部大学 

堀部 貴紀 氏 

☆１２月２１日（木） クリスマス家族会  

マリオットアソシアホテル １８時～ 

（１２月２２日の例会変更） 

◎例会休会のお知らせ

○名古屋東ＲＣ  １２月２５日（月）休会 

○名古屋空港ＲＣ １２月２５日（月）休会 

○名古屋栄 ＲＣ １２月２５日（月）休会 

○あまＲＣ    １２月２５日（月）休会 

○岩倉ＲＣ    １２月２６日（火）休会 

○岡崎南ＲＣ   １２月２６日（火）休会 

２０１７年１２月１５日（金）２３４９回（１２月第３例会） 

○名古屋城北ＲＣ １２月２６日（火）休会 

○名古屋清須ＲＣ １２月２６日（火）休会 

○犬山ＲＣ    １２月２６日（火）休会 

○名古屋名東ＲＣ １２月２６日（火）休会 

○小牧ＲＣ    １２月２７日（水）休会 

○瀬戸ＲＣ    １２月２７日（水）休会 

○名古屋アイリスＲＣ １２月２７日（水）休会 

○名古屋葵ＲＣ  １２月２８日（木）休会 

○江南ＲＣ    １２月２８日（木）休会 

○名古屋大須ＲＣ １２月２８日（木）休会 

○名古屋北ＲＣ  １２月２９日（金）休会 

○尾張旭ＲＣ   １２月２９日（金）休会 

出席報告 委員長 梅村  守君 

会員 52名 欠席22名 出席率57.6％ 

先々週の修正出席  欠席6名 出席率88.5％  

ニコボックス報告 委員長 芝田 貴之君 

○祝福の皆さん、おめでとうございます。 

近藤 太門君 

○祝福ありがとうございます。８５歳になりまし

た。              場々大刀雄君 

○私の家内節子の７４歳の誕生を祝っていただき 

感激です。ありがとう。     松尾 隆徳君 

○本日、報告卓話をさせていただきます。 

岡本 博貴君 

○岡本委員長の卓話楽しみです。祝福の皆さま 

おめでとうございます。     古屋 義夫君 

○岡本さん、頑張ってください。 川瀬 治通君 

○セブRC行きご苦労様でした。  宅間 秀順君 

○いつもありがとうございます。 大橋 省吾君 

○今冬一番の寒さ、皆さまご自愛ください。 

                青山 博徳君 

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 

   Ｅ- mail ：Ksgi-rc@gaea.ocn.ne.jp 



○今年一年、大きな病気けがなく過ごせたことに 

感謝です            藤川 誠二君 

○祝福の皆さん、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。     

稲垣 勝彦君  加藤久二明君  加藤 宗生君  

加藤  茂君  貴田 永克君  成瀬 浩康君 

小川  長君  大原 泰昭君  大畑 一久君  

小野寺 誠君  社本 太郎君  清水  勲君   

下田 育雄君  杤本 正樹君  梅村  守君   

和田 了司君  屋嘉比良夫君  山田  治君 

○ご協力ありがとうございます。 

ニコボックス委員会一同 

卓話 

国際奉仕委員長 岡本 博貴君 

セブロータリー８５周年記念報告 

みなさま改めましてこんにちは。私は国際奉仕委

員長を努めさせて頂いております岡本博貴と申し

ます。どうぞよろしくお願いいたします。私のフ

ィリピンの印象は、渋滞から始まって渋滞で終わ

る。そんなイメージでした。通常、車で 20分で着

くところが、セブ島では 3時間から 4時間かかる

イメージです。また飛行機においても、日本であ

れば正規の時間に到着出発するのが当たり前です

が、フィリピンでは正確な時間に到着出発した事

はありませんでした。これは、お国柄なのかなと

感じました。それではまず、楽しい思い出から話

をさせていただきます。セブ島に到着後、セブロ

ータリーのメンバーの皆様から手厚い「もてなし」

を受けました。そして、到着した日の夜はセブロ

ータリー様のご好意で、レストランで食事をご馳

走になりました。翌日の午前中は、セブロータリ

ーの皆様にホッピングアイランドツアーや工場見

学など、いろんなところに連れて行っていただき

ました。印象的だったのは、昼食を食べたイタリ

アンレストランの食事内容が素晴らしく美味しか

ったことです。多分、セブ島の中で最高に高級な

レストランだったと思います。料理の印象もさる

ことながら、もう一つ印象に残ることがありまし

た。豪華レストランでは、お客様が 15人しかいな

いにもかかわらず、従業員は 20名ぐらい待機して

おり、それが当たり前の環境であるということに

驚きました。日本では、考えられないような仕事

環境にあるようです。交通手段は小型トラックを

改造したものがほとんどで、1台 15人乗りのバス

に 20～30 人がギュウギュウ詰めで乗るという不

思議な光景でした。レンジャーの国というよりは、

インフラが整っていない国の感じがしました。 

初日の前夜祭は、我々の出し物を披露しました。

内容は、北島三郎の「まつり」という歌を歌い、

川瀬先生の奥様の振り付けによるフラダンスをメ

ンバーの家族と共に行うアトラクションをさせて

いただきました。会場はマンションのモデルハウ

スの様な、近くにあるパビリオンを使う、ちょっ

と変わった会場での開催となりました。しかし、

料理や雰囲気も最高で、とても豪華な前夜祭でし

た。2日目のセブロータリークラブ 85周年の式典

はホテルで開催され、私たち春日井ロータリーク

ラブでは奥様はカクテルドレスをメンバーはダー

クスーツで参加させていただきました。とても厳

かな式典で、美味しい中国料理を堪能しました。

これはセブに来てフィリピン料理が続いた為、セ

ブロータリークラブの皆様が気を遣って中国料理

を用意したということが後でわかり、またも「お

もてなし」の心を感じました。来年、春日井ロー

タリークラブが 50周年の節目を迎えます。セブロ

ータリークラブの皆様にもお越しいただく予定で

す。今回、我々が受けた「もてなし」を忘れずに、

更なる「おもてなし」の心をもってセブロータリ

ー様をお迎えしなければという気持ちになりまし

た。ご静聴有り難うございました。 

祝 福  会員誕生

卓 話 岡本 博貴君 



理 事  青少年奉仕  梅村 守君

役 員  親睦活動  大橋 省吾君

役 員  プログラム  杤本 正樹君

例会風景 


