
職業奉仕月間

１月２６日（金） ２月２日（金） ２月９日（金） ２月１６日（金） 

卓話 第８回理事役員会 11：30～ 卓話 祝福

米山奨学生 易敏様 卓話 黒田 さおり様 名市大教授 成田徹男様 春日井警察署員表彰

例

会

予

定 卓話春日井警察署長酒井紀人様
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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  「我等の生業」 

・今月の歌   「北帰行」

・ビジター紹介        近藤 太門君     

・委員会報告 

・祝福 

・卓話            社本 太郎君 

・幹事報告          加藤 宗生君 

・点 鐘           近藤 太門君

今月の歌 

       北帰行 

     窓は   夜露にぬれて 

     都    すでに遠のく 

     北へ帰る 旅人ひとり 

     涙流れて やまず 

       先週の記録   

会長挨拶       会長 近藤 太門君 

今更ではありますが、皆様あけましておめでとう

ございます。お世話になりますが、どうぞ本年も

よろしくお願いいたします。お正月は、どの様に

過ごされたでしょうか?多くの方はご家族の皆さ

んとごゆっくりされた事と思います。私は鹿児島

に行って来ましたが、今年は明治維新から150年

と言う事で鹿児島はNHKの大河ドラマ「西郷どん」

で大変盛り上がっています。市内の書店には何種

類もの「西郷どん」や「西郷隆盛」の本が入口付

近に平置きで置かれていました。びっくりするほ

ど何種類もありました。明治維新からは150年で

すが、我が春日井ロータリークラブはあと半年で、

創立50周年の年度を迎えます、大いに盛り上げて

行きたいと思います。 

２０１８年１月１９日（金）２３５２回（１月第２例会） 

幹事報告       幹事  加藤 宗生君 

第７回理事役員会   

下記の審議事項につきまして、全て可決承認され

ました。 

第1号議案：開始貸借対照表並びに１２月度収支

承認の件 

第2号議案：地区委員会への派遣及び推薦の件 

第3号議案：東港RC訪問の件 

報告事項 

＊春日井ロータリー旗サッカー大会決勝戦日程の件

2月3日 （土）午後3時30分～ 

☆ 2月2日 （金） 11時30分～ 

第８回理事役員会 

祝福 

卓話 社本 太郎 君 

第4回クラブ協議会 13時30分～ 

今月の祝福 

会員誕生 

1日 早川 八郎君 

10日 清水  勲君 

20日 伊藤 正之君 

結婚記念 

10日 高木  修君 

11日 芝田 貴之君 

19日 場々 大刀雄君 

夫人誕生日 

1日 大橋 完一君・恵子さん 

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 



アテンダンス表彰  

24 ヶ年   屋嘉比良夫君

15 ヶ年   川瀬 治通君

5 ヶ年   加藤 宗生君

5 ヶ年   古屋 義夫君

4 ヶ年   日比 雄将君

4 ヶ年   芝田 貴之君

3 ヶ年   梅村  守君

◎例会変更のお知らせ

名古屋丸の内 1月 25日（木）9：00～ 

Ｒ Ｃ 職場見学の為 森永乳業中京工場  

羽 島 1月 30 日（火） 

Ｒ Ｃ 職場例会の為 羽島特別支援学校

小 牧 1月 31 日（水） 

 Ｒ Ｃ 持出し例会の為 浜岡原子力発電所 

◎例会休会のお知らせ

○名古屋守山ＲＣ  1 月２４日（水）休会 

○名古屋名駅ＲＣ  1 月３１日（水）休会 

○瀬戸ＲＣ     1 月３１日（水）休会 

出席報告 委員長 梅村  守君 

会員 52 名 欠席 19名 出席率 63.4％ 

先々週の修正出席  欠席 3名 出席率 94.2％  

ニコボックス報告 委員長   芝田 貴之君

○新年おめでとうございます。今年もよろしくお

願いします。          近藤 太門君

○祝賀の謡をさせて頂きます。  北  健司君 

○今年もよろしくお願いします。 宅間 秀順君 

○あけましておめでとうございます。本年も宜し

くお願いいたします。 

青山 博徳君  伊藤 正之君  稲垣 勝彦君 

梅村  守君  大橋 省吾君  大原 泰昭君 

岡本 博貴君  小川 茂徳君  小川 長君 

小野寺 誠君  風岡 保広君  加藤 宗生君  

川瀬 治通君  貴田 永克君  近藤 秀樹君 

清水  勲君  下田 育雄君  杤本 正樹君  

成瀬 浩康君  野浪 正毅君  早川 八郎君

速水 敬志君  藤川 誠二君  古屋 義夫君

屋嘉比良夫君  山田  治君  和田 了司君                  

○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 近藤 太門君 

乾杯 野浪 正毅君 

謡 高砂 北 健司君 



夜間例会風景




