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３月２日（金） ３月９日（金） ３月１６日（金） ３月２３日（金）

理事役員会 11：30 祝福 卓話ガールスカウト 卓話

クラブ協議会 13：30 卓話 成瀬 浩康君 愛知県支部指導者 亀谷 鉦一君

例

会

予
定 フリートーキング 卓話 林 憲正君 委員長 森 幸子氏
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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 「われら日本のロータリアンン」

・今月の歌 「早春賦」

・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

・夜間例会

・幹事報告 北 健司君

・点 鐘 風岡 保広君

今月の歌

早春賦

春は名のみの 風の寒さや

谷の鶯 歌は思えど

時にあらずと 声も立てず

時にあらずと 声も立てず

先週の記録

会長挨拶 会長 風岡 保広君

今日は、伊藤春日井市長様には、大変お忙しい

中、春日井ロータリークラブのためにおいでいた

だきましてありがとうございます。

いよいよ次年度の役員人事、委員会配属も決ま

り、これからしばらくは本年度と次年度事業が交

差しながら進みますので、大変かと思いますが、

宜しくお願いいたします。

ロータリーは単年度制という大変良いシステム

になっております。年度が替わるごとに理事・役

員はすべて新しい人に代わります。たまたま私は、

今年会長をさせていただいておりますが、今一度

２０１２年２月２４日（金）第２０８２回（２月第４例会）

その責務といいますか任務について考えてみます

と、会長には、クラブ運営という大きな責任があ

り、クラブが自主性を生かし、活性化を図るため

に強いリーダーシップが要求されます。会長の特

権として、例会ごとに会長の時間があるわけです

が、会長の時間は、ただ単に会長挨拶だけではな

く、ロータリーの奉仕理念を会員に植え付けるた

めの貴重な時間であり、会員に対する奉仕理念を

深く理解していただくことこそ、会長に与えられ

た最も大きな責任である。というふうにいわれて

おり、私自身、常にこれを頭のなかに入れて、毎

回硬いお話をさせていただいております。今回も

硬い話になりましたが、各理事・役員の皆さんや

各委員会の委員長さんにもそれぞれ任務と責務が

ございます。今一度指導書などを読んでいただき、

より深く理解をしていただきたいということが、

わたくしからのお願いでございます。

今日は、伊藤市長様においでいただき、これか

らの春日井市のあり方などについて、貴重なお話

を聞かせていただけるものと思います。大変楽し

みにしております。一つ宜しくお願いいたします。

幹事報告 幹事 北 健司君

訃報のお知らせ

元会員 護国院 大僧正 安倍隆完氏がご逝去さ

れました。89 歳 合掌

◎例会変更のお知らせ

尾 張 旭 ３月９日(金) ３月１０日（土）１８：００～

ＲＣ 交流例会の為 千とせ家

尾 張 中 央 ３月７日(水) ３月７日（水）１２：３０

ＲＣ 例会場都合の為 商工会館



犬 山 ３月６日 (火) ３月６日（火）

ＲＣ 例会場都合の為サンパーク犬山

名 古 屋 北 ３月２日(金 ) ２月２９日（水）１８：００

ＲＣ 合同例会の為 東急ホテル

名古屋名北 ３月７日 (水) ３月７日（水）

ＲＣ IＤＭの為 未定

一 宮 北 ３月２日 (金) ３月３日（土）１６：００

ＲＣ IＭの為名鉄ニューグランドホテル

あ ま ３月５日 (月) ３月３日（土）１６：００

ＲＣ IＭの為名鉄ニューグランドホテル

一 宮 中 央 ３月７日(水) ３月３日（土）１６：００

ＲＣ IＭの為名鉄ニューグランドホテル

出席報告 委員長 蓮野 美廣君

会員 ５2 名 欠席 16 名 出席率81.8%

先々週の修正出席 欠席 2 名 出席率96.2%

ニコボックス報告 委員長 中川 健君

○市長さんの卓話を聞く喜びで。 風岡 保広君

○市長さんの卓話をお聞きできる喜びで。

清水 勲君

○伊藤市長をお迎えできる喜びで。北 健司君

○市長さんのお話を聞く喜びで！！近藤 太門君

○いつもホテルご利用ありがとうございます。

早川 八郎君

○安部さんの葬儀にパスト会長会として生花一対

を出さしていただきました。 場々大刀雄君

○屋嘉比さん 大変お世話になりまして有難うご

ざいます。 志水ひろみ君

○伊藤市長の卓話を聞く喜びで。

足立 治夫君 浅井 瀧治君 蓮野 美廣君

林 鑛三君 林 徹君 磯野 俊雄君

伊藤 正之君 加藤久仁明君 加藤 茂君

加藤 宗生君 貴田 永克君 小島 啓冶君

松尾 隆徳君 中川 健君 中島 宗幸君

成瀬 浩康君 太田 弘道君 杉山 孝明君

社本 太郎君 高橋 理江君 峠 テル子君

塚本 兼光君 屋嘉比良夫君 山田 治君

卓話 伊藤 一裕君

2 月 10 日卓話 「妻と私」

近藤委員長から 2 月の祝福例会に卓話を依頼され

たときに、何を話したらよいかを尋ねたところ、

「結婚記念日の祝福なので夫婦の出会いなどでい

いのでは」とおっしゃられました。出会いのこと

は私が入会したときの卓話でお話しましたとおり、

私が大学卒業後、入社しました戸田建設株式会社

横浜支店での同期入社同士で入社 3 年後、私が退

社して現在の自社に入社するのとほぼ同時に結婚

しました。その後 2 女（長女 24 歳、次女 20 歳）

をさずかり、昨年、25年経ちましたが、銀婚式な

どのイベントをまだ行っていないので、どこか 2

人で旅行に行こうと今、催促されています。

妻は人前に出ることを非常にいやがるので、ロー

タリーの家族会などに誘っても快い返事はもらえ

ません。父に代わりロータリーに入会する話した

ところ、イベントには「一人で行ってください」

と釘を刺されました。今後、家族会などには私一

人で参加することとなると思いますのでお許しく

ださい。

二人の共通の趣味は音楽鑑賞です。私は年甲斐も

無くサザンオールスターズのファン倶楽部に入会

しておりまして、3 年前、横浜の日産スタジアム

活動停止コンサートへ二人で行ったり、昨年はナ

ゴヤドームで行われたドリーム･カム･トゥルーの

コンサートへも行き、二人で盛り上がって鑑賞し

てきました。また、今年になってからダイエット

や健康維持のため二人で夜 9 時から 1 時間ほどお

よそ 6ｋｍを歩いております。その際、普段の生

活の会話では話されない、娘二人のこと、それぞ

れの両親のこと、その日に起こった出来事など些

細なことでも話す機会が増えました。このことに

よって一緒に歩くとき以外でも夫婦の会話がふえ

て非常によい関係が現在、保たれています。ただ、

自分が疲れている時や仕事のことで考え事をして

いる時に話しかけられると、そっけない返事をし

てしまうことがあり、後で反省し、「さっきの話だ

けど・・・・」と再度こちらから話しかけるよう

に努力しています。今後、いつまでよい夫婦関係

が続くか分かりませんが、できるだけ努力してこ

の状態を保ったまま生涯を全うできればいいなと

思います。

（会長挨拶）



（卓話 春日井市長 伊藤 太氏）

伊藤 太市長公務ご多忙の中、当クラブへ訪問い

ただきました。平成２４年度予算等について市政

方針の卓話をいただきました。

○主な予算の考え方

・財政の健全性を維持しながら、市民生活の喫緊

の課題に対応するとともに、将来を見据えて、

市の活力と成長につながる施策を確実に進める。

・安全安心、環境・健康な街づくり

・大型プロジェクト計画

大型プロジェクトとして春日井駅周辺を整備し、

２８年３月竣工予定です。

○今、思うこと

・豊かさ便利さを追い求める時代から深める

時代へ

去年の９月、「市民のみなさまは何を求めていま

すか？」の問いに対して、ほとんどの方が「健

康」と答えられました。

・夢と希望を持てる環境造り

・人材育成

過去には、夕張市へ２名を派遣し、２年間に渡

り研修させたり、４年前からは民間企業からの

採用も行っています。また、現在は電通（東京）

へ１名を派遣し、勉強させています。レベルア

ップと意識改革ができると確信しています。

○ビジネスフォーラムの報告

・昨年から実施のビジネスフォーラムはビジネス

マッチングとして企業同士の交流を深める趣旨

で開催されました。

現在まで１１３件の提案が出ており、９件が採

用され実際の企画・商品化に向けて動き出して

います。残り約半分の提案はもう少しの工夫で

また、後の残り半分は再工夫があれば良い物に

なる可能性が大です。

○最後に

・３月２２日から全国剣道大会が開催されます。

みなさまのご支援をよろしくお願いいたします。

（委嘱状授与 早川八郎君）

（委嘱状授与 峠テルコ君）

（幹事報告）


