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クラブテーマ

仲間を増やし、

思いやりの心を育もう

本日のプログラム

司会 加藤久仁明君

・点 鐘 風岡 保広君

・ROTARY SONG 「我らの生業」

・今月の歌 「我は海の子」

・ビジター紹介 風岡 保広君

・食事・歓談

・委員会報告

・会長挨拶 風岡 保広君

・本日の行事 クラブフォーラム

・幹事報告 北 健司君

・点 鐘 風岡 保広君

今月の歌

われは海の子

我は海の子 白波の

さわぐいそべの 松原に

煙たなびく とまやこそ

我がなつかしき 住家なれ

先週の記録

会長挨拶 会長 風岡 保広君

伝統ある、春日井ロータリークラブの第４３代

の会長として、皆さんと共にロータリーの理念を

追求し、ロータリー綱領の実現を目指して、頑張

っていくつもりでおります。どうかよろしくお願

いいたします。

今日は、クラブ訪問ということで、名古屋空港

ロータリークラブの竹尾会長さん、武田幹事さん

第一号のビジターとして、ようこそ春日井ロータ

リークラブにおいでいただきました。ありがとう

ございます。

２０１1 年７月８日（金）第２０５３回（７月第２例会）

いずれにしましても、３月に発生しました東日本

大震災から、すでに４ヶ月近い月日が過ぎました

が、いまだに復旧の兆しもままならない状況が続

いております。このような状況が、まだまだ続き、

目先の経営環境は大変厳しいものがあります。

そういった意味からも、ロータリー活動が多少な

りともこの震災に左右されることは避けられませ

んが、今は、春日井ロータリークラブは、特に内

部の充実に力を注ぐときではなかろうかと思いま

す。

この後、本年度のクラブ方針について、お話さ

せていただきますが、この一年皆様のご指導とご

協力を賜りますよう宜しくお願いいたします。

今日は、この後いろいろ行事がありますので、

簡単ではありますが会長挨拶とさせていただきま

す。この一年皆様のご指導とご協力を賜りますよ

うよろしくお願いいたします。

幹事報告 幹事 北 健司君

第１回理事役員会報告

日時：2011年 7月 1日（金）

第 1号議案：開始貸借対照表及び 6月収支表の件

可決承認

第 2号議案：会員増強委員会内における役割分担

の件 可決承認

会員選考 ：小島啓冶君

職業分類 ：加藤久仁明君

ﾛｰﾀﾘｰ情報：社本太郎君

第 3号議案：7月 IDMの件 可決承認

第４号議案：春日井交響楽団賛助会員継続の件

可決承認

第 5号議案：春日井明るい社会づくりの会賛助会

員継続の件 継続審議



第 6 号議案：ホームページの維持管理料の件

可決承認

第 7 号議案：新入会員の配属委員会の件

可決承認

加知康之君：会計及びクラブ会報委員

中島 泉君：広報・IT 委員会

①春日井市ポイ捨て・ふん害防止推進市民協議会

への対応の件 （不参加）

②カジュアル例会の件

③年会費の件：年間 32 万円（前期 16 万円 後期

16 万円）

④ビジター費の件：¥3,000 円

◎例会変更

愛知長久手 ７月１9 日(火) ７月１４日（木）１８：００

ＲＣ 合同例会の為 グレイセル

瀬 戸 ７月１３日 (水) ７月１４日（木）１８：００

ＲＣ 合同例会の為 グレイセル

名 古 屋 北 ７月２２日 (金) ７月２１日（木）１７：3０

ＲＣ IＤＭの為 か茂免

名古屋清須 ７月１２日 (火) ７月１５日（金）

ＲＣ 社明運動参加の為

◎ビジター紹介 会長 風岡 保広君

○名古屋空港ＲＣ 竹尾 悟君

〃 武田 英昭君

〃 中島 俊朗君

出席報告 委員長 蓮野 美廣君

会員 ５１名 欠席 9 名 出席率89.4%

先々週の修正出席 欠席 2 名 出席率95.9%

ニコボックス報告 委員長 中川 健君

○親クラブの皆様 今年も宜しくお願いします。

名古屋空港 RC 様

○一年よろしくお願い致します。 風岡 保広君

○一年 副会長として御世話になります。

清水 勲君

○一年間ご協力をお願い致します。北 健司君

○仕事でたいへん良いことが 2 つありました。

一年間よろしくお願いします。 長谷川英輝君

○本日よりよろしくお願い致します。

加知 康之君

○加知康之君を紹介出来る喜び。 貴田 永克君

○入会させていただきまして光栄です。

中島 泉君

○中島先生を御紹介できる喜びで。加藤 茂君

○会員増強委員会です。一年間よろしく。

小島 啓冶君

○新しい年度もよろしくお願いします。

近藤 太門君

○先月、奥さんの誕生祝いに花をいただきました。

ありがとうございます。 蓮野 美廣君

○いつもニコボックスをご利用ありがとうござい

ます。 中川 健君

○一年間よろしくお願いします。

足立 治夫君 浅井 瀧治君 場々大刀雄君

早川 八郎君 林 鑛三君 林 憲正君

林 徹君 磯野 俊雄君 伊藤 一裕君

伊藤 純君 伊藤 正之君 加藤久仁明君

名畑 豊君 中島 宗幸君 成瀬 浩康君

新美 治男君 大畑 一久君 太田 弘道君

岡田 義邦君 志水ひろみ君 社本 太郎君

高橋 理江君 宅間 秀順君 峠 テル子君

塚本 兼光君 梅田 英夫君 和田 了司君

屋嘉比良夫君 山田 治君

（名古屋空港ＲＣ会長 竹尾 悟君挨拶）

（新入会員 バッジ授与式）

（新入会員 加知 康之君 中島 泉君）


