
会員増強、及び新クラブ結成推進月間

8月 2日（金） 8 月 9 日（金） 8 月 16 日（金） 8 月 23 日（金） 

第 2 回理事会 11：15～ 祝福 休会（定款 8－1） 卓話   場々 大刀雄君 

卓話 早川 八郎君 卓話 山﨑眼科院長 山﨑  俊様     西村 輝幸君

例

会

予

定
   長曽 篤志君 林田 健児君

春日井ロータリークラブ  
2019～2020 年度 WEEKLY REPORT 

クラブテーマ「一人ひとりが輝こう」 
出会いと絆を大切に 

会   長：北 健 司 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：伊藤 一裕 事務局：春日井市鳥居松町 5-45 
幹   事：青山 博徳  TEL:(0568)81-8498 FAX:(0568)82-0265 
会報委員長：杤本 正樹 E-mail：ksgi-rc@gaea.ocn.ne.jp 

本日のプログラム 
司会     会場委員会 

・点 鐘      会長    北  健司君 

・ROTARY SONG 「われ等日本のロータリアン」 

・今月の歌      「夏の思い出」 

・ビジター紹介   会長    北  健司君  

・食事・歓談    

・委員会報告 

・会長挨拶     会長    北  健司君 

・ＩＤＭ 

・幹事報告          幹事     青山 博徳君 

・点 鐘       会長       北  健司君 

・今月の歌 

  「夏の思い出」 

夏がくれば  思い出す 

はるかな尾瀬 遠い空 

霧の中に   うかびくる 

やさしいかげ   野のこみち 

みずばしょうの花が さいている 

夢みてさいている  水のほとり 

ひゃくなげ色に   たそがれる 

はるかな尾瀬     遠い空 

先週の記録  

幹事報告 幹事     青山 博徳君 

◎7月 24日社会奉仕委員会事業としてJR高蔵寺駅

にて春日井市「ポイ捨て防止啓発運動」に有志多数

参加していただきます 

◎8月 2日は第一例会に先立ち11時 15分より第二

回理事会が開催されますので、審議・協議・報告事

項の有る方は 29 日月曜までに事務局にご提出くだ

さい。 

◎フードロスを無くすために、本年も例会出欠報告 

を徹底して参ります。メール・FAXなどのお返事は

必ずご回答をお願い致します。 

２０１９年７月２６日（金）２４１２回（７月第３例会）

◎例会変更のお知らせ

名 古 屋 城 北 7月 30 日（火）  

Ｒ   Ｃ 名古屋城例会の為  

犬     山 8月６日（火）  

Ｒ   Ｃ 家族例会の為 名鉄犬山ホテル  

◎例会休会のお知らせ

岩倉ＲＣ       ７月３０日（火）休会 

愛知長久手ＲＣ    ７月３０日（火）休会 

瀬戸ＲＣ       ７月３１日（水）休会 

名古屋丸の内ＲＣ   ８月 ８日（木）休会 

江南ＲＣ       ８月 ８日（木）休会 

出席報告 委員長 藤川 誠二君 

会員 53 名 欠席 18 名  出席率 66.0% 

先々週の修正出席 休会 休会 

ニコボックス委員会 委員長 梅村 守君 

○本日は地区大会のＰＲにおじゃましました。 

よろしくお願いします。 

今村 達夫君（名古屋清須ＲＣ） 

○本日はよろしくお願いします。 

稲熊 正徳君（名古屋空港ＲＣ） 

舟橋 伸治君、山田 恭敬君（名古屋城北ＲＣ） 

○2019-20 年度地区大会実行委員今村 達夫様, 

和田典之様・名古屋空港ＲＣ会長 稲熊 正徳様・

幹事阿萬裕子様・名古屋城北ＲＣ 会長舟橋伸治

様・幹事山田 恭敬様を迎えできるよろこびで   

                北  健司君  

○入会 7年目に入りました    青山 博徳君 

○各クラブの会長幹事の皆様御苦労様です。 

昨年はお世話になりました。  加藤久仁明君 



○家内の誕生日にきれいなお花をいただきました。    

川瀬 治通君

○家内のお祝いをいただきました。 場々大刀雄君

○夫人誕生日を受けるよろこびで  早川 八郎君

○祝福を受ける喜びで       近藤 太門君

○久しぶりに出席します。     梅田 英夫君

○新年度スタート元気よく     松尾 隆徳君

○来訪者の皆様いらっしゃいませ  古屋 義夫君

○入会しました宜しくお願いします。大西 信之君

○祝福の皆様おめでとうございます。

足立 治夫君  稲垣 勝彦君  大原 泰昭君

小川 長君 加藤 茂君 加藤 宗生君  

貴田 永克君  社本 太郎君  杤本 正樹君

友松 英樹君  内藤 修久君  長曽 篤志君

成瀬 浩康君  西尾 隆吏君  西村 輝幸君

三上  努君  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

点鐘 北 健司会長 

名古屋空港ＲＣ会長 稲熊 正徳君 

名古屋空港ＲＣ 稲熊会長、阿萬 裕子幹事 

名古屋城北ＲＣ会長 舟橋 伸治君 

名古屋城北ＲＣ幹事 山田 恭敬君 



名古屋清須ＲＣ会長 

2019-20 年度地区大会実行委員 今村 達雄君 

名古屋清須ＲＣ 

2019-20 年度地区大会実行委員 和田 典之君

祝福 会員誕生日 

クラブフォーラム 

プログラム委員会 古屋 義夫君 

会員増強委員会 下田 育雄君 

公共イメージ向上委員会 杤本 正樹君 



ロータリー財団委員会 小川 茂徳君 

国際奉仕委員会 大原 泰昭君 

ロータリー情報委員会 近藤 太門君 

直前会長 川瀬 治通君 

会長エレクト 和田 了司君 

副会長 伊藤 一裕君 

副会長兼ＳＡＡ 加藤 久仁明君 

幹事挨拶 青山 博徳君 


