
家族月間

１２月２１日（金） １２月２８日（金） １月４日（金） １月１１日（金）

家族会 17 時30分受付 定款６－１休会 定款６－１休会 理事役員会 11：30

名古屋東急ホテル クラブ協議会 13：30

例

会
予

定 18 時例会 新年祝賀例会

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

・国 歌 「君が代」

・ROTARY SONG 「奉仕の理想」

・ビジター紹介 名畑 豊君

・食事・歓談

・委員会報告

・祝 福

・卓 話 風岡 保広君

・幹事報告 志水ひろみ君

・点 鐘

今月の歌

きよしこの夜

きよしこの夜 星はひかり

すくいのみこは まぶねのなかに

ねむりたもう いとやすく

今月の祝福

会員誕生日

3日 加藤 宗生君 17日 場々大刀雄君

21日 風岡 保広君 26日 野浪 正毅君

夫人誕生日

30日 松尾 隆徳君・節子さん

結婚記念日

24 日 菅原 幹夫君

アテンダンス表彰

3 ヶ年 峠 テル子君

２０１２年１２月１４日（金）第２１１９回（１２月第２例会）

先週の記録

会長挨拶 会長 名畑 豊君

一人新しい会員が入会されました。古屋義夫君で

す。今年は今までに２名の会員が入られました。

推薦者は加藤久仁明君です。心から歓迎いたしま

す。

１１月９日以来、約１ヶ月振りで、このプラザ

勝川で例会を開きます。この１１月は休会が１回、

例会変更が２回ありました。例会変更のひとつは、

サボテン鉢植え大会が、１１月１０日にあり、（先

月、春日井市福祉協議会の会議があり、私も出席

しました。担当の方から、サボテンの鉢植え大会

は当日の福祉のつどいの会場を盛り上げていただ

いたと感謝の言葉がありました。また、３００鉢

が午前中に終了になったことを残念がっておられ

ました。来年はもっとだしてほしいという気持ち

があったのでは？）もうひとつは、１１月２２日

に一色ロータリークラブとの合同例会がありまし

た。また、会長として、フィリピンのセブ島を訪

問しました。今回の訪問の目的は、次の通りです。

１、小学校へ水洗トイレ寄贈の協力をセブロー

タリーから賛同を得る。

２、小学校への水洗トイレの工事開始を、来年

早々から開始する旨を連絡する。

３、高等学校の奨学生へ、第１回の奨学金を渡

す。

この訪問報告は、すでに一部を週報に掲載しまし

た。まだ報告していないことを報告します。

幹事報告 幹事 志水ひろみ君

第 6 回理事役員会報告

日時 2012 年12 月7 日(金)



第 1 号議案 ：開始貸借対照表及び 11 月収支表

の件 承認

第 2 号議案 ：新入会員候補者の河村哲也君が本

日、理事・役員会で入会が承認

会員さんの異議申したて期間１０日間の経過後、

候補者の入会が決定します。

第 3 号議案 ：春日井 RC 内規改正が承認。

第 4 号議案 ：2013 年～2014 年春日井 RC 理事・

役員が理事会において承認

第 5 号議案 ：南釜山 RC 姉妹提携継続が承認

第 6 号議案 ：2012-13 年度 東尾張分区ＩＭは

全員登録（登録費は 10,000 円）承認

第 7 号議案 ：45 周年事業｢ﾌｨﾘﾋﾟﾝ、ｾﾌﾞ島の小学

校に水洗ﾄｲﾚの寄贈｣の着手金の拠出承認

報告事項

① 2012 年 12 月のロータリーレートは、１ドル

８０円

② 下期会費 １６０，０００円

◎例会変更

羽 島 １２月２５日 (火) １２月２２日（土）17：30

ＲＣ 家族会の為 都ホテル

名古屋丸の内 １２月２０日 (木) １２月２２日（土）18：30

ＲＣ 家族会の為 クレストンホテル

◎例会休会のお知らせ

○犬山ＲＣ １２月２５日（火）は休会

○一宮中央ＲＣ １２月２６日（水）は休会

○一宮北ＲＣ １２月２８日（金）は休会

○津島ＲＣ １２月２４日（月）は休会

○ 〃 １２月３１日（月）は休会

○小牧ＲＣ １２月２６日（水）は休会

○名古屋みなとＲＣ１２月２８日（金）は休会

○愛知長久手ＲＣ １２月２５日（火）は休会

○名古屋葵ＲＣ １２月２７日（木）は休会

○あまＲＣ １２月３１日（月）は休会

○名古屋清須ＲＣ １２月２５日（火）は休会

○名古屋守山ＲＣ １２月２６日（水）は休会

○江南ＲＣ １２月２７日（木）は休会

○名古屋千種ＲＣ １２月２５日（火）は休会

○豊田東ＲＣ １２月２６日（水）は休会

○尾張旭ＲＣ １２月２８日（金）は休会

○瀬戸ＲＣ １２月２６日（水）は休会

○名古屋みなとＲＣ１２月２８日（金）は休会

○犬山ＲＣ １２月２５日（火）は休会

○一宮ＲＣ １２月２７日（木）は休会

出席報告 委員長 和田 了司君

会員 ５2 名 欠席 11 名 出席率89.1%

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 大畑 一久君

○長い間 休会させて頂きました。また 復帰し

ます。どうぞよろしくお願いします。

山田 治君

○入会させていただきますのでよろしくお願いし

ます。 古屋 義夫君

○古屋義夫君の入会を心より歓迎いたします。

清水 勲君

○古屋義夫君を紹介する喜びで。 加藤久仁明君

○いよいよ年次総会ですよろしくお願いします。

屋嘉比良夫君

○１ヶ月振りでプラザ勝川で例会を開きます。

名畑 豊君

○山田さんお久しぶりです。 社本 太郎君

○古屋さん入会おめでとうございます。

加藤 宗生君

○古屋さん入会ありがとう。 宅間 秀順君

○いつもホテルをご利用頂きありがとう。

早川 八郎君

○山田さん よろしく 風岡 保広君

○よろしかったら カレンダーお持ち帰り下さい

伊藤 純君

○ 古屋さんの入会と 山田君の復帰を喜んで

足立 治夫君 浅井 瀧治君 磯野 俊雄君

梅田 英夫君 太田 弘道君 岡田 義邦君

加藤 茂君 貴田 永克君 北 健司君

小島 啓冶君 近藤 太門君 志水ひろみ君

杉山 孝明君 高橋 理江君 塚本 兼光君

峠 テル子君 中島 宗幸君 成瀬 浩康君

野波 正毅君 長谷川英輝君 林 鑛三君

林 憲正君 蓮野 美廣君 森田 誠君

和田 了司君 大畑 一久君

セブの小学校校長先生と昼食会

２０１２年１１月１６日

セブの小学校の校長先生が昼食会に招待してく

れました。食事場所は、多分、小学校の会議室と

思います。クーラーはありません。当然、校長先

生の部屋にもクーラーはありません。当日の外の

温度は、３７度でした。暑い中、こころ暖まる食

事をご馳走になりました。

食事の内容は、典型的なフィリピン料理とのこ

とです。食事を作ってくれたのは小学校の先生。

もちろん、ウエイトレスも小学校の先生です。美

味しい料理でした。

手前の緑のシャツを着ている人は、セブ市の教

育委員会の方、３名です。今回の水洗トイレ寄贈

のお礼をいただきました。セブ市は、日本を含め

て多くの国のロータリーやライオンズから、救急

車、消防車（驚いたことは、歯の治療専門の車を



カナダのロータリーからいただいたことがあるそ

うです。）の寄贈はあるそうですが、春日井ロータ

リーが寄贈する工事を伴った事業は少ないそうで

す。３人の方たちは、この小学校のトイレはセブ

島小学校では一番のトイレと話をしていました。

食事会

小学校の児童

ＯＤＡについて

下記の写真は空港や橋などにある、日本のＯＤ

Ａのプレートです。春日井ロータリーもこのよう

なプレートを作りたいものです。日本とフィリピ

ンとの架け橋として春日井ロータリーが未来に残

すために。

私は１５０回以上、中国を訪問していますが、

このようなプレートは中国では見たことがありま

せん。

マニラ国際空港にて

セブ国際空港にて

これは、セブ空港のある島、マクタン島と

いいますが、マクタン島とセブ島に架けた

大きな橋のプレートです

第１回の奨学金の授与（２０１２年１１月１６）

初めての奨学金が授与されました。当日、８名

の奨学生の内、６名に直接私達しました。二人は

バレーボールの選手で、対外試合のために隣の市

へ遠征中でした。ですから、校長先生に渡しまし

た。奨学生の皆さんへは、奨学金の説明を再度行

ないました。１ヶ月以内に最初の手紙を春日井ロ

ータリーの自分の番号の「あしながおじさん」に

送るように話をしました。１ヶ月以内に手紙が届

くのが待ち遠しい気持ちです。

始めの手紙の内容も指定しました。その内容は

・ 奨学金を受け取った感謝の気持ちとお礼

・ 氏名、生年月日、家族状況、自分の趣味

・ 自分の性格、長所、短所

・ 自分の得意な学科、嫌いな学科について



新会員 古屋義夫君の入会挨拶

会員バッチの贈呈

新会員歓迎の挨拶

次年度理事・役員の承認と紹介


