
会員増強及び拡大月間

８月２４日（金） ８月３１日（金） ９月７日（金） ９月１４日（金）

卓話 クラブ協議会 13：30 理事役員会 11：30 卓話

和田了司君 ガバナー補佐訪問 卓話春日丘高校 峠 テル子君

例

会
予

定 ガバナー補佐小原 久和君 松本 誠太先生

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 「奉仕の理想」

・今月の歌 「浜千鳥」

・ビジター紹介 名畑 豊君

・食事・歓談

・委員会報告

・祝 福

・卓 話 社本 太郎君 伊藤 一裕君

・幹事報告 志水ひろみ君

・点 鐘 名畑 豊君

今月の歌

浜千鳥

青い月夜の 浜辺には

親をさがして 鳴く鳥が

浜の国から 生れ出る

ぬれた翼の 銀のいろ

今月の祝福

会員誕生日

9日 社本 太郎君 9 日 名畑 豊君

11日 屋嘉比良夫君 12日 伊藤 一裕君

17日 高橋 理江君 18日 峠 テル子君

夫人誕生日

11日 山田 治君・幸子さん

22日 成瀬 浩康君・由美さん

アテンダンス表彰

38ヶ年 貴田 永克君 加藤 茂君

１０ヶ年 加藤久仁明君

6 ヶ年 蓮野 美廣君

２０１２年８月１７日（金）第２１０３回（８月第２例会）

先週の記録

会長挨拶 会長 名畑 豊君

本日の理事会は審議事項が多くて、１時間を越え

てしまいました。今回の理事会の審議事項で皆さ

んに、ご報告をすることがあります。それは事務

局の改装です。事務局は、この１４年間はコンピ

ューター関連を除いてほとんどの変化がありませ

んでした。事務局員さんの机も、応接セット、書

棚も変化がありません。かなり痛んだところもあ

り、デザインもそれなりに近代的ではありません。

不要な書類、資料が、整理されないままに保管さ

れています。保管能力も限界に来ているようです。

４５周年を迎える前に思い切って、事務局のリニ

ューアルを計画し、理事会に提案し全員賛成で承

認可決していただきました。 本年度の目標の一

つに会員増加があります。新入会員希望者が事務

局を訪問したら、あまりにも非近代的で帰ってし

ますかも知れません。まずは第一印象が大事にな

ります。テーブルも８人が座ることができるよう

に計画しました。このテーブルを利用して、それ

ぞれの委員会もパソコンを活用しながら十分でき

るようになるでしょう。委員会活動を通じて、会

員相互の親睦の場にもなります。１ヵ月後には、

新しい事務局になっているでしょう。今年の方針

として、月の最後の例会を基本として夜間例会と

することを決めました。しかし、会場の都合で夜

間例会は月の最終例会とはならないことがありま

すので注意をお願いします。週報で夜間例会かど

うか確認をしていただきますようにお願いします。

今回はＩＤＭですが、次回は正式な夜間例会にな

ります。夜間例会は、懇談と親睦の場になるでし

ょう。過日、名古屋城北ロータリーの夜間例会に



参加しました。名古屋城北の普通例会は参加した

ことはありませんが、雰囲気はとても良かったと

思っています。（バイキング方式の食事もおいし

かったし、アルコールは飲み放題になっていまし

た。）

今期が始まり、新しい試みが二つ実現しました。

幹事報告 幹事 志水ひろみ君

第２回理事役員会報告

日時：２０１２年 8 月３日(金)

第１号議案 ：開始貸借対照表及び７月収支表の件

可決承認

第２号議案 ：第 36 回春日井まつりにおける青少年

健全育成啓発事業の協賛について 可決承認

第３号議案 ：東日本大震災被災高校生支援・募金

活動について 可決承認

第 4 号議案 ：春日井 RC 事務所機器、保管庫等改

装について 可決承認

第5 号議案 ：東港RC 姉妹提携更新のための訪問

について

10/8(月)～10 日(水) 可決承認

第 6 号議案 ：職場例会について 10 月 26 日(金)

中部電力武豊火力発電所、ﾒｶﾞｿｰﾗｰ「たけとよ」見学、

可決承認

第７号議案 ：加知康之君 転任につき退会

可決承認

第８号議案 ：山田 治君 休会届(8 月、9 月)

可決承認

第９号議案 :2012 年第 7 回ちびっこ冒険ﾚﾝｼﾞｬｰ大

集合開催の後援 可決承認

報告事項

：8 月 31 日（金）ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐訪問があります。

例会終了後、第 2 回ｸﾗﾌﾞ協議会を実施。

各委員長の出席をお願いします。委員長欠席の場

合は代理出席をお願いします。

：春日井 RC 事務局のお盆休み

2012 年 8 月 10 日(金)～15 日(水)

緊急の場合の連絡はこちらへ

090-5601-5632 （志水幹事）

地区行事

：9 月 2 日 （日）地区新世代ｻﾐｯﾄ

出席者は 峠新世代委員長

：9 月 6 日 (木) 明るい社会づくりの会 実践体験文

最終審査会 社本副会長

：9 月 8 日 （土）新会員研修ｾﾐﾅｰ

参加者は 加藤宗生君、中島泉君

：9 月 20 日 (木) 地区ｸﾗﾌﾞ米山委員長会議

参加者は 貴田委員長

：2013 年 2 月 23 日（土）～2 月 24 日（日）第 21 回

RYLA ｾﾐﾅｰ 参加者は峠委員長

◎例会変更のお知らせ

愛 知 長 久 手 ８月２１日 (火) ８月２１日（火）１２：３０

ＲＣ ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問の為グレイセル

岡 崎 南 ８月２１日 (火) ８月２１日（火）1８：30～

ＲＣ 納涼例会の為 ラメゾングランシュラグーナ

犬 山 ８月２１日 (火) ８月１７日（金）

ＲＣ 歓迎例会の為名徹犬山ホテル

江 南 ８月２３日 (木) ８月２３日（木）１９：００

ＲＣ 夜間例会の為 商工会議所

尾 張 旭 ８月２４日 (金) ８月２１日（火）１２：３０

ＲＣ ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問の為グレイセル

名 古 屋 清 須 ８月２８日 (火) ８月２９日（水）

ＲＣ ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問の為

◎ビジター紹介 会長 名畑 豊君

○瀬戸ＲＣ 金谷 康正君 酒井 和好君

○瀬戸北ＲＣ 伊藤 京子君

○尾張旭ＲＣ 中澤 昌容君

出席報告 委員長 和田 了司君

会員 ５1 名 欠席 16 名 出席率82.9%

先々週の修正出席 欠席 1 名 出席率98.1%

ニコボックス報告 委員長 大畑 一久君

○事務所の改装を記念して。 名畑 豊君
○IDM、宜しくお願いします。 中島 宗幸君

○司会をさせていただきます。 高橋 理江君

○大変お世話になりありがとうございました。
加知 康之君

○いつもホテルをご利用いただきありがとう。

早川 八郎君
○ＩＤＭに参加して。

中川 健君 志水ひろみ君 伊藤 正之君
伊藤 一裕君 杉山 孝明君 北 健司君

長谷川英輝君 足立 治夫君 屋嘉比良夫君

加藤久仁明君 宅間 秀順君 小島 啓治君
岡田 義邦君 社本 太郎君 林 鑛三君

風岡 保広君 太田 弘道君 成瀬 浩康君

浅井 瀧治君 伊藤 純君 磯野 俊雄君
峠 テル子君 林 憲正君 加藤 宗生君

小川 長君 近藤 太門君

（乾杯挨拶 前会長風岡保広君）


