
会員増強及び拡大月間

８月１２日（金） ８月１９日（金） ８月２６日（金） ９月日（金）

休会定款６－１ 祝福 卓話 理事役員会 11 時 30

卓話 社本太郎君 場々大刀雄君 クラブ協議会 13 時 30

例

会

予
定 卓話屋嘉比良夫君 卓話
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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

・国 歌 「君が代」

・ROTARY SONG 「奉仕の理想」

・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

・卓 話 小島 啓冶君

・幹事報告 北 健司君

・点 鐘 風岡 保広君

先週の記録

会長挨拶 会長 風岡 保広君

今日の例会は、年２回あるうちの年度初めのＩ

ＤＭでございます。

Ｉ＝インフォーマル Ｄ＝ディスカッション

Ｍ＝ミーティング

春日井ロータリークラブのしおりから抜粋しま

すと、「ロータリーの創設以来、知り合うことと話

し合うことは親睦の基本的な条件とされておりま

す。この会合は、自由に討議する会合で、新会員

の同化および親睦と情報交換、そして自由討議を

通じてロータリーに関する諸問題について、理解

増進を図ることを目的とする。」と書かれておりま

す。

春日井ＲＣでは、通常夜間例会といわれており、

新年度の７月と最終の６月に行われております。

今日は７月の最終例会ということで、時間の許す

かぎり、食事をしながら、楽しく有意義に過ごし

ていただきたいと思います。

２０１1年８月５日（金）第２０５７回（８月第１例会）

幹事報告 幹事 北 健司君

① 日本青年会議所 愛知ブロック大会開催案内

日時：2011 年9月 10日（土）

場所：中部大学 メインアリーナ

出席予定者：風岡会長

② 春日井 RC事務局のお盆休み

期間：2011 年8 月11 日（木）～16日（火）

◎例会変更

愛知長久手 ８月２３日(火) ８月２３日（火）１８：３０～

ＲＣ 夜間例会の為未定

羽 島 ８月２３日(火) 8 月20日（土）１８：３０～

ＲＣ 納涼例会の為 萬松館

名 古 屋 南 ８月２３日(火) ８月２４日（水）

ＲＣ ｶ゙ ﾊ゙ ﾅー 公式訪問の為マリオットアソシアホテル

岡 崎 南 ８月２３日(火) 8 月2３日（火）１８：３０～

ＲＣ 納涼例会の為 くらしの杜

名 古 屋 北 ８月２６日(金) ８月２６日（金）１８：３０～

ＲＣ RAC 合同例会の為 名古屋東急ホテル

犬 山 ８月２３日(火) 8 月2７日（土）

ＲＣ 交流例会の為 名鉄犬山ホテル

◎例会休会のお知らせ

○名古屋名駅ＲＣ 8 月1７日（水）は休会

○あまＲＣ ８月 15日（月）は休会

○愛知長久手ＲＣ 8月 16日（火）は休会

○羽島ＲＣ 8月 16日（火）は休会

○名古屋東ＲＣ 8月 15日（月）は休会

○名古屋名南ＲＣ 8月 16日（火）は休会

○小牧ＲＣ 8月 17日（水）は休会



○瀬戸北ＲＣ 8月 16 日（火）は休会

○一宮中央ＲＣ 8月 24 日（水）は休会

○岡崎南ＲＣ 8月 16 日（火）は休会

○名古屋北ＲＣ 8月 12 日（金）は休会

○名古屋清須ＲＣ 8月 16 日（火）は休会

○犬山ＲＣ 8月 16 日（火）は休会

○名古屋名北ＲＣ 8月 17 日（水）は休会

○名古屋空港ＲＣ 8月 15 日（月）は休会

○岩倉ＲＣ 8月 16 日（火）は休会

○名古屋城北ＲＣ 8月 16 日（火）は休会

○名古屋千種ＲＣ 8月 16 日（火）は休会

○多治見西ＲＣ 8月 16 日（火）は休会

◎ビジター紹介 会長 風岡 保広君

○瀬戸ＲＣ 加藤 一夫君

〃 渡辺愛一郎君

出席報告 委員長 蓮野 美廣君

会員 ５１名 欠席 14 名 出席率84.1%

先々週の修正出席 欠席 0 名 出席率100%

ニコボックス報告 委員長 中川 健君

○IDM よろしくお願いします。（親睦委員長）

長谷川英輝君

○IDM おつかれ様です。 近藤 太門君

○支援の市会議員当選を祈って。 蓮野 美廣君

○今年度役員を拝命いたしました。

よろしくお願いします。 和田 了司君

○皆んなでワイワイ楽しんで。 宅間 秀順君

○IDM に参加して。 屋嘉比良夫君

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

磯野 俊雄君 伊藤 正之君 加知 康之君

加藤久仁明君 風岡 保広君 貴田 永克君

北 健司君 小島 啓冶君 名畑 豊君

成瀬 浩康君 小川 長君 大橋 完一君

大畑 一久君 太田 弘道君 志水ひろみ君

清水 勲君 社本 太郎君 高木 修君

高橋 理江君 峠 テル子君 塚本 兼光君

○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

ＩＤＭ風景

（風岡会長挨拶）

（社本パスト会長による乾杯）

（フラダンスショー）

（ＩＤＭ風景）

（清水副会長による中締め）


