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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   「日も風も星も」 

・今月の歌      「春の小川」 

・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 
・花見例会 

・幹事報告           近藤 太門君 

・点 鐘            加藤久仁明君 

今月の歌 

春の小川 

春の小川は   さらさらいくよ 
岸のすみれや  れんげの花に 

すがたやさしく 色うつくしく 

咲いているねと ささやきながら 

 

先週の記録 

会長挨拶      会長   加藤久仁明君 

フィリピン国セブロータリークラブ、ペドロ・デ

ランター会長夫妻を始めとする 13 名の皆様よう

こそ春日井の地にお越し下さいました。会員一同

歓迎申し上げます。昨年、今年と春日井ロータリ

ークラブのメンバーがセブロータリークラブへ、

『シモンアユーダ小学校水洗トイレ寄贈式』と『あ

しながおじさんプログラム』の事業の折り、訪問

させて頂いた時には、盛大に歓迎して頂き有り難

う御座いました。両クラブは、この 2 つのプロジ

ェクトで親しくなり、昨年は友好ロータリークラ

ブを締結させて頂きました。今年、3 月には、春

日井がセブロータリークラブの例会に、公式訪問

させて頂き、今回セブの皆さんが春日井ロータリ 

２０１５年４月１０日（金）２２２７回（４月第２例会） 
 
ークラブの例会に、公式訪問して頂きました。両

クラブの会長が両クラブの例会に参加しましたの

で、姉妹ロータリークラブを結ぶ条件は整いまし

た。そして 2 大プロジェクトのフォローもセブロ

ータリークラブが快く引き受けて下さいました。

今後両クラブはより一層の親睦が深まっていきま

す。 
次年度より、グローバル補助金を使いシモンア

ユーダ小学校の隣の中学校、あしながおじさんプ

ログラムの女子中学生が通う学校に、水洗トイレ

を造り寄贈するプロジェクトも考えています。こ

の計画は、春日井ロータリークラブとセブロータ

リークラブの共同で実現して行かなければ成りま

せん。近い将来、両クラブが姉妹ロータリークラ

ブを締結し、プロジェクトを成功に結び付いて行

く事を期待します。今日は、ホテルのフレンチの

シェフに無理を言って名古屋めしを作って貰いま

した。厳密な名古屋めしの味とは少し離れるかも

しれません。セブ風に少し甘めの味付けにして有

りますので、ご堪能して、春日井の夜を、楽しん

で行って下さい。 
 

幹事報告      幹事   近藤 太門君 

セブロータリーの皆様、ようこそお越下さいまし

た。 
春日井ロータリークラブの全員が心より歓迎いた

します。 
では、幹事報告をします。 
※この例会の前に第 10 回の理事役員会を開催し

ました。 
可決承認されました、事案の報告をします。 

※第一号議案で、３月一般会計報告があり承認さ

れました。 



※第二号議案で、親睦ゴルフ大会が、6月13日（土） 
「オールドレイク」で、開催される事を承認しま

した。 
理事会の報告は以上です。 
※ 次週予告です。 
次週 4月 10日は、ロータリーの森で、「花見例会」

です 
車は朝宮公園に駐車して下さい。丁度 1 ㌔、10
分の距離です。よろしくお願いします。 
以上で幹事報告をおわります。 

◎例会変更の案内 
犬 山 ４月２１日(火)  ４月２１日(火) 

   ＲＣ 早朝例会の為 成田山 

岩 倉 ４月１４日(火) ４月１８日（土） 

   ＲＣ 合同例会の為 金沢 

名古屋守山 ４月２２日(水)  ４月２２日(水) 

   ＲＣ 春の家族会の為  

名 古 屋 北 ４月２４日(金) ４月２４日(金)１８：３０ 

   ＲＣ 合同夜間例会の為 東急ホテル

名古屋アイリス ４月２２日(水) ４月２４日(金)１８：３０ 

   ＲＣ 合同夜間例会の為 東急ホテル

 
◎例会休会のお知らせ 
○津島ＲＣ   4月 17日（金）は休会 

 
出席報告        委員長  伊藤 純君 

会員 59 名 欠席 23 名 出席率 61.0%

先々週の修正出席 欠席 0 名 出席率 100% 

 

ニコボックス報告    委員長   古屋 義夫君 

○セブ RC の皆様いらっしゃいませ 
加藤久仁明君 

○セブ RC の皆さんウエルカム！ 志水ひろみ君 
○セブの皆さん大歓迎です。よくいらっしゃいま

した！             松尾 隆徳君 
○セブロータリーのメンバーを迎える喜びで 
                清水  勲君 
○セブの皆さんようこそ春日井へ 加藤 宗生君 
○セブロータリークラブの皆様のご訪問を歓迎い

たします。           古屋 義夫君 
○セブの皆様よくおいで下さいました 
                近藤 太門君 
○初孫が生まれました      社本 太郎君 
○セブ RC の皆様ようこそ春日井へ。 
再開を嬉しく思います。     屋嘉比良夫君 
○セブ RC 様いらっしゃいませ  河村 哲也君 
○セブ RC のみなさまようこそ  高木  修君 
○セブ RC の皆様にお土産を持参しました  
                宅間 秀順君 
○セブロータリーの皆様ようこそ 和田 了司君 

○セブ RC の皆様ようこそ    長谷川英輝君 
○セブ RC の皆様ようこそ    風岡 保広君 
○セブ RC の皆様を迎える喜びで 小川  長君 
○セブの皆様宜しく       蓮野 美廣君 
○今日から新年度よろしくお願いします 
                青山 博徳君 
○いつも有難うございます    大橋 省吾君 
○社本さんおめでとございます  山田  治君 
○今日も宜しくお願いします    
速水 敬志君  亀谷 鉦一君  芝田 貴之君 
川瀬 治通君  梅村  守君  足立 治夫君 
伊藤 一裕君  山田 倫章君  太田 弘道君 
                         

○ご協力ありがとうございます。 古屋 義夫君 
 

 

歓迎挨拶 加藤 久仁明君 

 
セブ RC ペドロ・デランター会長挨拶 

 
幹事挨拶 近藤 太門君 



 
セブ RCより記念品贈呈 

 

屋嘉比直前会長 乾杯挨拶 

 

歓迎懇親会の様子 

 

 



 

 

 

 


