
ロータリーを考える月間

７月２０日（金） ７月２９日（金） ８月３日（日） ８月１０日（金）

卓話 ７月２７日（金）変更 理事役員会 17 時～ 休会

会員増強委員長 名古屋ドーム１４時 IDM１８時～ 定款６－１

例

会

予

定 清水 勲君 野球観戦 ホテルプラザ勝川

ホームページ：http://www.kasugai-rc.jp E-mail：ksgi-rc@gaea.ocn.ne.jp

会 長：名畑 豊

副 会 長：社本 太郎

幹 事：志水ひろみ

会報委員長：加藤久仁明

Ｔ Ｅ Ｌ：（0568）81-8498

Ｆ Ａ Ｘ：（0568）82-0265

例 会 日：金曜日 12:30～13:30

例 会 場：ホテルプラザ勝川

事 務 局：春日井市鳥居松 5-45

E－ Mail ：ksgi-rc＠gaea.ocn.ne.jp

本日のプログラム

司会 蓮野 美廣君

・点 鐘 名畑 豊君

・ROTARY SONG 「我等の生業」

・今月の歌 「ローレライ」

・ビジター紹介 名畑 豊君

・食事・歓談

・委員会報告

・祝 福

・卓 話 加藤 茂君 近藤 太門君

・幹事報告 志水ひろみ君

・点 鐘 名畑 豊君

今月の歌

ローレライ

なじかは知らねど 心わびて

昔のつたえは そぞろ身にしむ

さびしく暮れゆく ラインの流

入日に山々 あかく映ゆる

今月の祝福

会員誕生日

1日 近藤 太門君 3日 加藤 茂君

11日 岡田 義邦君 13日 北 健司君

21日 山田 治君 31日 志水ひろみ君

夫人誕生日

8 日 宅間 秀順君・裕美子さん

15日 山口 由起君・澄江さん

16日 中島 宗幸君・晴美さん

24日 近藤 太門君・八重子さん

25日 場々大刀雄君・みづえさん

26日 早川 八郎君・和代さん

30日 岡田 義邦君・孝子さん

２０１２年７月１３日（金）第２０９９回（７月第２例会）

アテンダンス表彰

27 ヶ年 小島 啓冶君

14ヶ年 名畑 豊君

13ヶ年 志水ひろみ君

12ヶ年 北 健司君

2ヶ年 伊藤 一裕君 宅間 秀順君

高橋 理江君

1ヶ年 加知 康之君 中島 泉君

先週の記録

会長挨拶 会長 名畑 豊君

本年度会長をさせていただきます名畑です。会

長は皆さんのご協力によって勤まるものです。会

長にふさわしいかどうか分かりませんが、精一杯

努力させていただきます。よろしくお願いいたし

ます。

さて本年度のテーマですが「ロータリーの奉仕

の原点に返ろう。」と致しました。具体的な活動と

しては

１、 ５名の（うち女性２名）会員拡大。

２、 サボテン鉢植え事業

３、 春日井ロータリーの４５周年事業の推進

４、 効率的な事業の推進。夜間例会の定期的実

施

これらの活動を通じて、ロータリーの基本である

奉仕の原点を模索していきたいと考えています。

１番目ですが、会員数が減少しては、奉仕活動

も縮小してしまいます。会員の増加が無ければど

んな組織でも成り立ちません。

２番目ですが、社会奉仕活動になります。春日

井市のＰＲをするために、市も商工会議所もサボ

テンのイメージキャラクターを作りました。この

活動に対してもロータリーとして協力させていた



だきます。

３番目ですが、来年春日井ロータリーは４５周

年を迎えることになります。４５周年のメイン事

業として、フィリピンのセブ島の小学校に水洗ト

イレの設置を計画しています。今は調査を行なっ

ています。地区のグローバル補助金の活用を考え

ています。

４番目は、事業が多くなりますと、会員の負担

が増加するのが普通ですが、少ない費用で、最大

の効率を求めるような事業活動を推進したいと考

えています。

以上が本年度方針の概略です。皆さんのご協力

をお願いいたします。

幹事報告 幹事 志水ひろみ君

第１回理事役員会報告

日時：２０１２年７月６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 ：春日井市交響楽団賛助会員継続の件

可決承認

第３号議案 ：ﾎｰﾑﾍﾟー ｼﾞ更新の件 可決承認

第 4 号議案 :春日井明るい社会づくりの会協賛会

員継続の件 可決承認

第 5 号議案 ：８月 IDM の件 可決承認

第 6 号議案 ：分区交流の件 可決承認

一色 RC 訪問 11 月 22 日(木) ｛11 月 30 日(金)例会

変更｝

第 7 号議案 :東港 RC 姉妹ｸﾗﾌﾞ継続の締結

可決承認 日時は１０月９日(火)

報告事項

：ｶｼﾞｭｱﾙ例会の件 7 月、８月、９月、６月

但し、ｶﾞﾊﾞﾅｰ、ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐公式訪問には上着、ﾈｸﾀ

ｲ着用は任意とする

：年会費の件 前期会費 160,000

後期会費 160,000 会員祝福費 10,000

：ﾋﾞｼﾞﾀｰﾌｨｰについて 3,000

：定款（6-1）による休会日の件

8 月 10 日、12 月 28 日、1 月 4 日、6 月 28 日

：ｶﾞﾊﾞﾅｰ・ｴﾚｸﾄ事務所開設

西尾市永楽町 西尾信用金庫中央支店 2F

：地区大会 RI 国際 RC 第 2760 地区 2012～2013

年度地区大会

安城 RC のﾎｽﾄにより 10 月 27 日（土）、28 日（日）

ｳｴｽﾃｨﾝﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙに於て行われます。

登録は 8 月 20 日まで

地区行事

：7 月 11 日（水）地区ﾛｰﾀﾘｰ財団ｾﾐﾅｰ開催

参加者は会長、ｴﾚｸﾄ、松尾財団委員長

：7 月 20 日（金）第 2 回地区会員増強ｾﾐﾅｰ

参加者は名畑会長、

清水勲会員増強委員

：7 月 20 日 (金) 春日丘高校ｲﾝﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ例会

参加者は峠ﾃﾙ子新世代委員長

：7 月 24 日 （火）第 1 回広報・雑誌委員長会議

参加者は北副委員長

：7 月27 日 (金) 第1 回地区国際奉仕委員長会議

参加者は長谷川英輝君

次週予告 7 月 13 日（金）祝福

加藤茂君、近藤太門君の卓話

小牧 RC、名古屋城北 RC 会長、幹事の訪問があり

ます。

◎例会変更のお知らせ

岩 倉 ７月２４日(火) ７月２２日（日）６：００～

ＲＣ 早朝座禅例会の為 向陽寺

愛知長久手 ７月１７日(火) ７月１７日（火）１２：３０

ＲＣ 例会場都合の為 長久手温泉

愛知長久手 ７月２４日(火) ７月２４日（火）１２：３０

ＲＣ 例会場都合の為 トヨタ博物館

名 古 屋 葵 ７月２６日(木) ７月２５日（水）

ＲＣ 合同例会合の為 キリンビール

羽 島 ７月２４日(火) ７月２２日（日）

ＲＣ 早朝例会合の為アンディアーモパルテンツアホテル

名古屋守山 ７月２５日(木) ７月２５日（水）１８：００

ＲＣ 夜間例会合の為 アサヒビール

出席報告 委員長 和田 了司君

会員 ５2 名 欠席 16 名 出席率86.1%

先々週の修正出席 欠席 3 名 出席率94.1%

ニコボックス報告 委員長 大畑 一久君

○皆様のご協力をお願いします。 名畑 豊君

○幹事を務めさせていただきます。志水ひろみ君

○今年もよろしくお願いします。 社本 太郎君

○新年度がスタート致しました。２年間ストレス

とプレッシャーの年と成る事と思いますがどうぞ

ご指導の程宜しくお願い申し上げます。

屋嘉比良夫君

○一年間よろしくお願いします。 加藤久仁明君

○今年も自然再生のためにガンバリます。

早川 八郎君

○新年度役員の皆さんへエールを送ります。

北 健司君

○本年度出席委員長です。よろしくお願いします。

和田 了司君

○本年もお世話になります。 林 鑛三君

○今年もよろしく。 貴田 永克君

○皆さん幸せになりましょう。 松尾 隆徳君

○本年度もよろしく。 塚本 兼光君

加知 康之君 風岡 保広君 亀谷 鉦一君

林 憲正君 梅田 英夫君 太田 弘道君

宅間 秀順君 成瀬 浩康君 中川 健君



大橋 完一君 浅井 瀧治君 蓮野 美廣君

長谷川秀輝君 磯野 俊雄君 加藤 茂君

清水 勲君 中島 宗幸君

(会長挨拶 名畑 豊君)

（会長 バッチ交換）

（ＳＡＡ 磯野 俊雄君）

（副会長 社本 太郎君）

（クラブ奉仕 加藤 茂君）

（直前会長 風岡 保広君）

（幹事 志水ひろみ君）

（副幹事 加藤久仁明君）


