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クラブテーマ 

春日井市道風記念館

植物園 ニュートンのリンゴの木

本日のプログラム 
           司会   和田 了司君 
・点 鐘            加藤久仁明君 

・ROTARY SONG  「四つのテスト」 

・今月の歌    「故郷の空」 

・ビジター紹介         加藤久仁明君 

・食事・歓談 
・委員会報告 
・会長挨拶           加藤久仁明君 
・卓 話           松田 有美さん 

・幹事報告           近藤 太門君 

・点 鐘            加藤久仁明君 

 

今月の歌 

故郷の空 

夕空はれて   あきかぜふき 
月影落ちて   鈴虫なく 

おもえば遠し  故郷の空 

ああわが父母  いかにおわす 

 

先週の記録 

会長挨拶      会長   加藤久仁明君 

第 2760 地区 2014 年～2015 年近藤ガバナーをお

迎えしての例会です。例年は、子クラブの名古屋

空港RC と孫クラブの名古屋城北RC で 3 クラブ

合同でガバナーをお迎えしての公式訪問でしたが、

今年の近藤ガバナーは「第 2760 地区すべてのク

ラブを回る」との方針でお越し頂きました。例会

での拍手でのお迎えも無用と言う事で、最初から

席に付いて頂き、じっくりお話しを聴く機会に恵

まれました。例会が始まる前に近藤ガバナー、高

須地区幹事と当クラブの本年度、次年度の三役と

の懇談会を行いました。その席で私が、数年前か

ら行っている地域社会奉仕事業、国際奉仕事業の

２０１４年１１月２８日（金）２２１０回（１１月第４例会） 
 
説明を致しました。その中でフィリピン、セブ島

の「あしながおじさん事業」に対しましては、「行

っている事業内容は、まさにロータリークラブの

原点『I serve』である」とのお褒めの言葉をいた

だきました。この後、近藤ガバナーの素晴らしい

卓話を楽しみにしています。春日井ロータリーク

ラブを代表して、歓迎の言葉と挨拶に代えさせて

頂きます。 

 

幹事報告      幹事   近藤 太門君 

近藤ガバナー、高須地区幹事には何かとご多忙の

中、クラブの例会にお越し頂き、又、いろいろと

ご指導を下さり誠にありがとうございました。 
今日は、幹事から報告をさせていただく事は特に

ありませんが、       
※市の社会福祉協議会から「第三回評議会開催」

の連絡が来ています、 
日時は 12 月 15 日（月）午後 2 時～、場所は総合

福祉センターです。出席要請者は加藤久仁明会長

です。 
※同じく春日井市の「福祉の集い実行委員会」か

ら出席要請が来ています。日時は 12 月 16 日（火）

午後 2 時～総合福祉センターです。出席要請者は

加藤久仁明会長です。 
加藤会長には二日続けて、同じ場所、同じ時刻で

の会議ですが、お願いします。 
次週予告です。次週 11 月 28 日は以前お世話にな

っていました、体操の松田有美さんの卓話です。 
   
◎例会変更の案内 
愛知長久手 １２月９日(火) １２月１３日(土) 9：30 

   ＲＣ 職場例会の為 名古屋競馬㈱ 

 



◎例会変更の案内 
小 牧 １２月１０日(水) １２月１３日(土)  

   ＲＣ 家族会の為 マリオットアソシアホテル

尾 張 旭 １２月１２日(金) １２月６日(土) 18：00 

   ＲＣ 家族会の為 東急ホテル 

名 古 屋 北 １２月１２日(金) １２月１２日(金) 17：30

   ＲＣ 家族会の為 東急ホテル 

名古屋アイリス １２月１０日(水) １２月１０日(水) 18：00

   ＲＣ 家族会の為 ｸﾞﾗﾝｺｰﾄ名古屋 

 
◎ビジター紹介    会長  加藤久仁明君 

○第 2760 地区ガバナー   近藤 雄亮君 

○第 2760 地区幹事      高須 洋志君 

 
出席報告        委員長  伊藤 純君 

会員 58 名 欠席 26 名 出席率 56% 

先々週の修正出席 欠席 4 名 出席率 94% 

 

ニコボックス報告    委員長   古屋 義夫君 

○春日井ロータリーに訪問した喜びで 
     第 2760 地区ガバナー 近藤 雄亮君 
○RI 国際大会ポルトガルでは近藤ガバナーには

大変お世話になりました     清水  勲君 
○近藤ガバナー、高須地区幹事をお迎えして 
                近藤 太門君 
○我が電機業界から初めてのガバナー益々のご活

躍をお祈りいたします      松尾 隆徳君 
○ガバナー訪問の喜びで     貴田 永克君 
○ガバナー訪問の喜びで     伊藤 正之君 
○ガバナーをお迎えして     速水 敬志君 
○近藤ガバナーをお迎えして   宅間 秀順君 
○春日井ビジネスフォーラムの成功を祈って 
                青山 博徳君 
○いつもありがとうございます  大橋 省吾君 
○今日もお世話になります 
足立 治夫君  磯野 俊雄君  伊藤 一裕君  

亀谷 鉦一君  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                

長谷川英輝君  蓮野 美廣君  場々大刀雄君  

森田  誠君  屋嘉比良夫君  山田  治君 
志水ひろみ君  成瀬 浩康君  太田 弘道君 
岡田 義邦君  岡嶋 良樹君   

○ご協力ありがとうございます  古屋 義夫君 
 

卓話   第 2760 地区ガバナー 近藤 雄亮君 

春日井 RC では近年、春日井市福祉のつどい、

フィリピン小学校への水洗トイレ寄贈、あしなが

おじさん事業など対外的な奉仕活動に力を入れて

おり、その成果が会員増強としても表れているよ

うです。RC の原点である I serve として大変良

い活動です。 
  現代は社会・経済ともパラダイム・シフトの時

代であり、RC としてもパラダイム・シフトが必

要ではないか、どこかで非連続に発展することが

必要ではないかと思います。ロータリー全体の状

況として、企業数の減少に伴いロータリーの会員

数も減っており、特にロータリー先進国での減少

が顕著です。何もしなくては会員数も減ってしま

うので、何かをして魅力ある RC にする必要があ

るのではないでしょうか。 
  地区と各クラブの関係については、地区が上か

ら指示するだけでなく、良い手本になることが大

切です。そして、それを各クラブが取り入れてい

くのも一つの方法です。クラブにもっと自治権を、

という声もありますが、各クラブの理事会でしっ

かり議論して活動していただければ良いと思いま

す。但し、権利には義務が伴います。結果として

何もやらずにいれば RC が衰えてしまうので、適

正な自治権を行使しつつ、魅力ある RC をつくっ

てください。 
 
 

 

卓話 第 2760 地区ガバナー  近藤 雄亮 君 

 

 

 

季節の風景 小原の「四季桜と紅葉」 

 


