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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    「我等の生業」 

・今月の歌     「冬景色」 

・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            山田 倫章君 

・幹事報告           近藤 太門君 

・点 鐘            加藤久仁明君 

 

今月の歌 

冬景色 

さ霧消ゆる   湊江の 
舟に白し    朝の霜 

ただ水鳥の   声はして 

いまだ覚めず  岸の家 

 

先週の記録 

会長挨拶      会長   加藤久仁明君 

 皆様、あけましておめでとうございます。今年

は未年、未来の未と書き未来を見据える年、ひつ

じは群れると言う事で仲間意識を高める年と、言

われています。春日井ロータリークラブも、未年

にあやかり、今日の 1 月第 1 例会から、3 名の新

入会員を迎える事に成り、歌舞伎のセリフでは無

いですが、「こいつは春から縁起が良いわい」との

年になったと思います。会長になり半年が過ぎま

した。後半も私の方針、家族の皆様と一緒に行う

事業を企画し、実行して参ります。その一つとし

て 2 月 28 日にニュートンの林檎の木に関する万

有引力の実験器具およびパネルを春日井少年自然 

２０１５年１月１６日（金）２２１５回（１月第２例会） 
 
の家に送る事業を春日井ロータリーデーとしその

折に、カレーを作り、来て頂く家族の皆様やメン

バー、来訪者に振る舞いますので、小学生のお孫

さんを連れて来て下さい。 
3 月 4 日から 3 月 7 日までセブ島に「あしなが

おじさん事業」の今年から 2 年間援助する女子中

学生の人選に行きます。参加の締め切りは 1 月 9
日、今日までになっていますが今月末まで締め切

りを延ばしますので、ご夫婦での参加をお待ちし

ています。4 月 1 日その返礼を兼ねて、セブロー

タリークラブの皆さんが春日井ロータリークラブ

に来訪します。夜間例会としてお迎えいたします。

奥様の都合の良い方、夫婦同伴で参加して下さい。 
職業奉仕委員会の職場例会は、中部電力浜岡原発

の見学に行きます。この事業も家族会を兼ねた事

業にして行きたいと思います。後半も家族参加事

業を数多く企画して参りますので、積極的に家族

の皆様のご参加をお待ちしています。 

 
幹事報告      幹事   近藤 太門君 

今更ではありますが、この一年間大変お世話にな

りますが、よろしくお願いします。 
 先程の入会式で入会を果たされました三人の方

には大変おめでとうございました。これからのご

活躍をお願いします。又、次年度の理事役員の皆

様それぞれの委員会大変ですが、よろしくお願い

します。 
それでは幹事報告をします。この例会の前に第 7
回の理事役員がありました。 
第 1 号議案で、昨年 12 月分の会計報告あり承認

されました。 
第 2 号議案で、次年度の理事役員の方の役職の発

表があり、全員の方が承認されました。 



第 3 号議案で、2 月 28 日に行われる「春日井市 
のニュートンの関連機器」贈呈式の行事予定発 
があり、原案通りで承認されました。 
理事役員会の報告は以上です。次週予告です。 
次週は山田倫章君の卓話です 
この例会の後クラブ協議会を開催します。関係の

皆様よろしくお願いします。 

 

◎例会変更の案内 
名古屋清須 １月２７日(火) １月３１日(土)  

   ＲＣ 合同新年例会の為  

瀬 戸 北 １月２７日(火) １月２５日(日)  

   ＲＣ スピーチコンテストの為 瀬戸蔵

名 古 屋 北 １月２３日(金) １月２２日(木) 17：30 

   ＲＣ ＩＤＭの為 未定 

名古屋城北 １月２７日(火) １月２７日(火) 18：30 

   ＲＣ 夜間例会の為 東急イン 

 

◎例会休会のお知らせ 

○名古屋丸の内ＲＣ  1月 29日（木）は休会 

 

出席報告        委員長  伊藤 純君 

会員 60 名 欠席 19 名 出席率 69% 

先々週の修正出席  ―   ― 

 

ニコボックス報告    委員長   古屋 義夫君 

○あけましておめでとうございます あと半年皆

様のご協力をお願いします。   加藤久仁明君 
○古希の御祝を頂き有難う御座います 

清水  勲君 
○おめでとう、昨年末家内の誕生祝と結婚祝あり

がとう             松尾 隆徳君 
○入会おめでとうございます、そして御祝ありが

とうございます         速水 敬志君        
○おめでとうございます 川瀬先生を紹介できる

喜びで             加藤  茂君 
○明けましておめでとうございます 今年もよろ

しくお願いします        近藤 太門君 
○新入会員の梅村です よろしくお願いします 
                梅村  守君 
○新入会員です よろしくお願いします 
                薮下 尚武君 
○再入会させていただきました喜びで 
                川瀬 治通君 
○クリスマス会を無事に終わる事ができました 
ありがとうございました     成瀬 浩康君 
○日曜日の春日井市民マラソンでの完走を目指し

ます              山田 倫章君 
○新年明けましておめでとうございます 
                岡嶋 良樹君 

○新年おめでとうございます 後半も皆様の友情

とご協力をお願いいたします   古屋 義夫君 
○3 名の皆様 入会おめでとうございます 
                河村 哲也君 
○梅村君おめでとうございます  芝田 貴之君 
○梅村君 川瀬君 薮下君をお迎えする喜びで 
                風岡 保広君 
○新年あけましておめでとうございます 
                早川 八郎君 
○おめでとうございます     場々大刀雄君 
○新入会員の皆様ようこそ 今後期待しています  
                宅間 秀順君    

○今年もよろしく        小川  長君 
○新年おめでとうございます   和田 了司君 
○年賀             北  健司君 
○謹賀新年 今年もよろしくお願いします 
足立 治夫君  青山 博徳君  大橋 省吾君  

太田 弘道君  屋嘉比良夫君  大畑 一久君    

志水ひろみ君  社本 太郎君  杉山 孝明君  

名畑  豊君  森田  誠君  中川  健君    

野浪 正毅君  長谷川英輝君  林  憲正君    

蓮野 美廣君             
○ご協力ありがとうございます。 古屋 義夫君 
 
 

２０１５～２０１６年 理事・役員 
 

理事・役員   会   長   志水 ひろみ 
  〃     副 会 長   中島  宗幸 
  〃     副 会 長   名畑   豊 
  〃      会長エレクト  伊藤     純 
役   員   幹   事   長谷川 英輝 
  〃     副 幹 事   成瀬  浩康 
  〃     会場監督（ＳＡＡ）太田 弘道 
  〃     会   計   森田   誠 
理   事   クラブ奉仕   風岡  保広 
  〃     職業 奉仕   中川   健 
  〃     国際 奉仕   河村  哲也 
  〃     社会 奉仕   宅間  秀順 
 〃     青少年奉仕   加藤  宗生 

役   員   親睦 活動   和田  了司 
  〃     プログラム   社本  太郎 
  〃     ロータリー財団 山田   治 
  〃      直前 会長   加藤 久仁明 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長よりクリスマス抽選会のワイン贈呈 

 

 

 

＜新入会員入会式＞ 

 

 

 

 

新入会員 川瀬 治通君 

 

 

 

 

 

 

 

新入会員 藪下 尚武君 

 

 

 

 

 

新入会員 梅村 守君 

 

 

古希のお祝い 清水 勲君 

 

 

 



 

銀婚式のお祝い 速水 敬志君 

 

＜次期理事役員挨拶＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


