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第９回理事会 祝福 卓話 ５０周年記念実行委員会 休会（定款８－１） 

卓話 洞口 誠男様 卓話 春日井市長 伊藤 太様 社本 太郎君
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例会場：ホテルプラザ勝川 例会日：金曜日 12:30-13:30 

本日のプログラム 
インターシティ ミーティング 

・点鐘       

・国歌     「君が代」 

・ROTARY SONG 「奉仕の理想」 

・開会の言葉 

・歓迎の言葉 

・来賓・特別出席者・参加クラブ紹介 

・主催者挨拶 

・来賓挨拶 

・基調講演      川口 淳一郎様 

・次年度ガバナー補佐紹介 

・次年度ガバナー補佐挨拶 

・次年度ホストクラブ挨拶 

・閉会の言葉 

・点鐘 

先週の記録  

幹事所感 

IMとはIntercity Meeting:インターシティミーテ

ィング の頭文字で近隣都市の複数のクラブで実

施する都市連合会の事であります。我が春日井RC

の所属しているのはRI 2760地区 東尾張分区です。 

瀬戸、犬山、江南、小牧、尾張旭、名古屋空港、

瀬戸北、岩倉、名古屋城北、愛知長久手、愛知ロ

ータリーEクラブ、そして春日井の各ロータリー

クラブで構成される12ロータリークラブとなり

ます。このRI2760地区でのガバナーが村井總一郎

くんであり、この東尾張分区よりガバナーをサポ

ートするためにガバナー補佐として輩出されたの

が春日井ロータリークラブの加藤久仁明くんです。

そして加藤久仁明くんがガバナー補佐として今回

のIMを企画実行されます。またIMの目的は会員

相互の親睦と面識を広めると同時に会員にロータ

リー情報を伝え経験豊かなリーダーの下でロータ

リーの奉仕の理想を学ぶことにあると思います。 

２０１９年２月２３日（土）２３９５回（２月第３例会） 

ちょっと言いまわしが固くなってしまいました

が…つまり要約するならば… 

ご参加頂く全てのロータリアンにIM を楽しんで

頂き全てのロータリアンと親睦を深めながら私達

の見識を広げて参りましょう！ 

◎例会変更のおしらせ

◎例会休会のおしらせ 

名古屋空港ＲＣ     ３月１１日（月）休会 

出席報告 委員長 小柳出 和文君 

会員 52 名 欠席 19 名  出席率63.5% 

先々週の修正出席  欠席 4名 出席率92.5% 

ニコボックス報告    委員長   藤川 誠二君 

〇IM へのご協力をよろしくお願いします。

川瀬 治通君 

○結婚記念日のお祝いを受ける びで。

清水  勲君 

名 古 屋 錦 3 月 5 日（火）→3 月 7 日（木）

Ｒ  Ｃ ６ＲＣ合同例会の為 名古屋東急ホテル 

名古屋アイリス 3 月６日（水）→3 月 7 日（木）

Ｒ   Ｃ ６ＲＣ合同例会の為 名古屋東急ホテル

名 古 屋 守 山 3 月６日（水）→3 月 7 日（木）

Ｒ  Ｃ ６ＲＣ合同例会の為 名古屋東急ホテル

名 古 屋 北 3 月 8 日（金）→3 月７日（木）

Ｒ Ｃ ６ＲＣ合同例会の為 名古屋東急ホテル

犬 山 3 月 12 日（火）

Ｒ  Ｃ ＳＡＡ担当例会の為 大縣神社    

名古屋丸の内 3 月 14 日（木）

Ｒ   Ｃ 創立記念例会の為 クレストンホテル



○祝福を受ける慶びで，成瀬君の卓話楽しみにし

ております。         小川  長君

○IM 大変お世話になります。                     

加藤久仁明君

○宅間さんの友情に感謝。    加藤  茂君

○今年初の例会出席です。今年もよろしくお願い

します。            大原 泰昭君

○写真展がんばりましょう。                     

青山 博徳君

○祝福の皆様，おめでとうございます。また，

卓話たのしみにしております。

足立 治夫君  梅村  守君  岡本 博貴君  

加藤 宗生君  北  健司君  貴田 永克君  

近藤 太門君  下田 育雄君  社本 太郎君  

芝田 貴之君  宅間 秀順君  杤本 正樹君

内藤 修久君  長曽 篤志君  成瀬 浩康君  

早川 八郎君  場々大刀雄君  藤川 誠二君  

古屋 義夫君  三上  努君  屋嘉比良夫君  

山田  治君

○御協力ありがとうございます。

             ニコボックス委員会

卓話             成瀬 浩康君 

来る 2 月 23 日（土）に春日井ＲＣがホストを

務めるＩＭがいよいよ迫って参りました。

まず、新しい会員の中にはＩＭって何？と思って

みえる方もいると思いますので、簡単にご説明さ

せて頂きます。

ＩＭとは intercity meeting の略で近隣都市の

クラブが集まって開かれるロータリーの会合です。

ガバナー補佐が主催し、その分区のクラブ会員が

全員参加で行います。

その目的は、会員相互の親睦と知識を広めること、

さらには会員にロータリー情報を伝え、奉仕の理

想を勉強するために開催されます。

 ＩＭのホストを務めるのはガバナー補佐輩出ク

ラブですので今年度は春日井ＲＣが務めることに

なります。

今年度は春日井ＲＣ創立 50 周年の行事もあり、

何かと忙しい年度でありますが、皆さんのお力を

お借りして何が何でも成功させなければなりませ

んのでよろしくご協力お願いいたします。

 さてその内容ですが、以前お配りしたリーフレ

ットにもありましたように、テーマは村井ガバナ

ーの「～する人になろう」を読み替え「決してあ

きらめない人になろう」といたしまして、苦難の

末「はやぶさ」のプロジェクトを成功させたＪＡ

ＸＡの川口淳一郎先生に基調講演を行って頂きま

す。折も折、一昨日の新聞に「はやぶさ 2」がＩ

Ｍ前日の 22 日に小惑星りゅうぐうに着陸すると

いうニュースが載っていましたので、当日の講演

ではとてもホットな情報をお話しして頂けるので

はないかと思いますので、私個人といたしまして

は今からワクワクしております。

次に当日の皆さんの役割分担ですが以下の通り

です。ご協力よろしくお願いします。

13:00 集合

加藤ガバナー補佐挨拶

川瀬会長挨拶

13:30 受付開始

来賓・特別出席者受付 事務局

春日井ＲＣ受付 ニコボックス委員会

参加者お出迎え・ご案内 全員

13:40 川口先生お迎え（名駅） 芝田親睦副委員長

接待 近藤実行委員長

14:00 ＩＭ第1部開始

司会進行 大原分区副幹事

点鐘 ガバナー補佐

国歌斉唱・ロータリーソング 青山ソングリーダー

開会の言葉 成瀬分区幹事

歓迎の言葉 川瀬会長

来賓・特別出席者・参加クラブ紹介 古屋幹事

主催者挨拶 加藤ガバナー補佐

来賓あいさつ 佐々木地区幹事

祝電披露 大原分区副幹事

14:30 川口先生入場　　　　　先導 近藤実行委員長

講師紹介 大原分区副幹事

基調講演 川口先生

お礼の言葉 加藤ガバナー補佐

川口先生退場　　　　　先導 近藤実行委員長

16:00 次年度ガバナー補佐紹介 加藤ガバナー補佐

次年度ガバナー補佐挨拶 山田次年度ガバナー補佐

次年度ホストクラブ紹介 加藤ガバナー補佐

次年度ホストクラブ挨拶 加藤尾張旭ＲＣ会長エレクト

閉会の言葉 成瀬分区幹事

16:20 点鐘 加藤ガバナー補佐

16:50 ＩＭ第２部懇親会開始

司会進行 大橋親睦委員長

開宴挨拶 加藤ガバナー補佐

乾杯 伊藤ガバナーエレクト

アトラクション ＤＡＩＫＩ

謝辞 近藤実行委員長

手に手つないで 青山ソングリーダー

19:00 閉会の言葉 大橋親睦委員長

参加者お見送り 全員

集合

加藤ガバナー補佐挨拶

川瀬会長挨拶

19:30 全日程終了

ＩＭ　2月23日（土）　タイムスケジュール



川瀬会長挨拶 

ビジター 松尾 憲二郎君 

祝福 会員誕生日 

祝福 結婚記念日 

アテンダンス表彰 



ガバナー補佐挨拶 加藤 久仁明君 

卓話 分区幹事 成瀬 浩康君 

ＩＭ実行委員長挨拶 近藤 太門君 

幹事報告 古屋 義夫君 

点鐘 


