
 

  雑誌月間 
４月１９日（金） ４月２６日（金）  ５月３日（金） ５月１０日（金） 
卓話 夜間例会 休会 家族会１０日１１日 
南釜山 RC姉妹提携 祝福  立山方面 

例
会
予
定 報告    
  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      「花」 
・ビジター紹介         名畑  豊君 

・食事・歓談 
・委員会報告 
・会長挨拶           名畑  豊君 
・花見例会 
・幹事報告           志水ひろみ君 
・点 鐘            名畑  豊君 
 
今月の歌 

花 
    春のうららの   隅田川 
    のぼりくだりの  船人が 
    櫂のしずくも   花と散る 
    ながめを何に   たとうべき 
 

先週の記録 

会長挨拶      会長  名畑  豊君 
皆さんこんにちは。本日はガールスカウトの団長
さん３名の方が、例会に参加していただきました。
３団体にロータリーからの活動支援金をお渡しす
るためです。例会が始まる前に、各団長さんとお
話をさせていただきました。まず、始めに私から
質問をさせていただきました。ガールスカウトの
活動資金はどうなっているのですかという質問で
す。団長さんは、すべて団員の父兄さんの負担と
のことでした。団長さんの費用は、ボランティア
と同じで個人負担になっているとのことでした。
ですから、春日井ロータリーからの支援金は 

２０１３年４月１２日（金）第２１３４回（４月第２例会） 
 
ほんとうにありがたく思っていますと話されて
いました。 
各団体とも昨年度の事業報告書をお持ちになり、
春日井ロータリーにいただきました。私はこの事
業報告書を少し読ませていただきました。驚いた
ことに事業活動の多いことに、そして事業内容が
多方面にわたっていることです。ある団体の昨年 
度の９月の事業活動は１５項目あり、その所要日
数は７月の３１日中、１７日に及んでいました。
７月は夏休みがありますから、３日間のキャンプ
がありました。春日井ロータリーの活動より、ず
っと多い活動日数になっていました。 
少子化の時代ですから、ガールスカウトの団員
さんは減少していますかと質問しました。各団長
さんは、以前よりは少なくなっていますが、現在
は、横ばい状態とのことです。２団体の団長さん
は、今年は、２名増員しましたと答えられました。
この質問に対して、団長さんたちは、ロータリー
のメンバーのお孫さんに是非、入団していただく
ようにと頼まれてしまいました。 
さて、来週の例会はロータリーの森が例会場に
なっています。このときに、新しい看板に置き換
えを予定しています。今までのロータリーの森の
看板は、木製でしたが今度の看板はステンレス製
です。光っている金属ですから、少しは目立ち、
ロータリーの森の宣伝にもなると思います。 
次年度の会長の予定として、ロータリーの森に、
ニュートンのリンゴの木を植えることを計画して
います。ニュートンが万有引力を発見したリンゴ
の木です。それは、３３０年前のことですから、
ニュートンが見た木が残っているわけではありま
せん。この木は挿し木が続けられ、イギリスに保
存されています。この保存された木から、挿し木 



をとり、５０年ほど前に東京大学の小石川植物園
に寄贈されました。丹羽秀樹衆議院議員さんに依
頼して、東京大学からリンゴの挿し木をいただく
計画です。この計画が成功すれば、ロータリーの
森の存在価値は大きくなると思います。 
来週、私は、フィリピンを訪問します。２回目
の奨学金を奨学生に渡します。フィリピンの学校 
は 今、夏休みになっています。フィリピンを訪
問することを、高等学校の校長先生に伝えたとこ
ろ、高等学校で昼食会をしていただけるとの返事
がありました。もちろん全員の奨学生も来ます。
食事を作ってくれるのは、高等学校の先生の皆さ
んとのことです。また、小学校の水洗トイレの工
事の進捗もチェックする予定です。来週のロータ
リーの例会に現状をご報告できると思います。 
 
幹事報告      幹事   志水ひろみ君
第１０回 理事役員会報告   
日時２０１３年４月５日(金) 
審議事項 
第１号議案：開始貸借対照表及び３月収支表の件 
承認 
第２号議案：小島啓冶会員 出席免除願い 承認 
第３号議案：現・次期合同ｸﾗﾌﾞ協議会及び次期理
事役員会 承認 
報告事項 
1：３ＲＣ合同 現・次期理事役員会開催 
◎例会変更のお知らせ 
一 宮 中 央 ４月２４日(水) ４月２４日(水) １７：００ 

   ＲＣ 例会場都合の為 キリンビアパーク 

名古屋みなと ４月２６日(金) ４月２６日(金) １８：００ 

   ＲＣ 47周年記念例会の為ウェスティンナゴヤキャッスル 

岩 倉 ４月２３日(火) 4 月２５日(木) １２：３０ 

   ＲＣ 合同例会の為 曼陀羅寺 

江 南 ４月２５日(木)４月２５日(木) １２：３０ 

   ＲＣ 合同例会の為 曼陀羅寺 

 
出席報告        委員長  和田 了司君 
会員 ５３名 欠席 16名 出席率 84.51 
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 
○場外売上のおかげです。    親睦ゴルフ会 
○ガールスカウトを迎えて。   宅間 秀順君 
○ガールスカウトのようこそ。         
浅井 瀧治君  磯野 俊夫君  伊藤 正之君 
梅田 英夫君  太田 弘道君  岡田 義邦君 
加藤久仁明君  加藤  茂君  風岡 保広君 
河村 哲也君  加藤 宗生君  貴田 永克君 
小島 啓冶君  志水ひろみ君  清水  勲君 

社本 太郎君  杉山 孝明君  高橋 理恵君 
峠 テルコ君  中島 宗幸君  名畑  豊君 
成瀬 浩康君  林  鑛三君  蓮野 美廣君 
古屋 義夫君  森田  誠君  松尾 隆徳君 
屋嘉比良夫君  山田  治君  和田 了司君 
大畑 一久君  

4 月 3日ゴルフコンペ 
春日井カントリクラブ 
成績表   優勝      北  健司君 

２位       伊藤 一裕君 
３位       加藤久仁明君 
ブービー賞   志水ひろみ君 
 

   ガールスカウト各団へ助成金授与 

 

 

 

第40団　団委員長　伊藤智佐子氏

第110団　団委員長　森　幸子氏

第74団　団委員長　鈴木幸代氏


