
   

経済と地域社会の発展月間/米山月間 
例

会

予

定 

１０月２４日２５日 １０月３０日(金) １１月６日(金) １１月７日（土） 
10 月 23 日（金）は 夜間例会 18 時～ 理事役員会１１：３0 １１月１３日の変更

ＷＦＦに変更 ホテルプラザ勝川 クラブ協議会 13：30 サボテン事業 
 祝福 福祉センター 

  ホームページ：http://www.kasugai-rc.jp     E-mail：ksgi-rc@gaea.ocn.ne.jp 

春日井ロータリークラブ 
2015～2016 年度 WEEKLY REPORT クラブテーマ 

ニュートンのリンゴの木 ニュートン科学館 

本日のプログラム 
           司会   青山 博徳君 
・点 鐘            志水ひろみ君 

・ROTARY SONG  「我ら日本のロータリアン」 

・今月の歌    「かかし」 

・ビジター紹介         志水ひろみ君 

・食事・歓談 
・委員会報告 
・会長挨拶           志水ひろみ君 
・交通安全チラシ配り 

・幹事報告           長谷川英輝君 

・点 鐘            志水ひろみ君 

今月の歌 

かかし 

山田の中の   一本足のかかし 

天気のよいのに  みの笠つけて 

朝から晩まで  ただ立ちどほし 

あるけないのか  山田のかかし 

先週の記録 

会長挨拶      会長   志水ひろみ君 

１０月５日、春日井警察署さまのご協力を得まし

て 春日井高等学校様の校庭にて地区補助金事業

の交通安全教室を開催しました。 
春日井高等学校の皆さんと「スケアードストレー

ト教育」といいますがスタントよる交通事故を実

演し、交通事故の恐ろしさを体感いたしました。 
交通ルールを遵守することの大切さ、とくに自転

車の交通マナーの大切さをより認識できたと思い

ます。 
また、１０月８日にはＪＲ勝川駅周辺におきまし

て、春日井警察署さまのお立合いのもとクラブ会

員さんによる交通安全のチラシの配布を行いまし 
た。 

２０１５年１０月１６日（金）第２２５１回（１０月第３例会） 

 
春日井警察署の皆様をはじめ春日井高等学校の先

生がたのお力添えをいただきこうして開催するこ

とができました。 
この場をおかりしまして、感謝を申し上げます。 
春日井警察署は「サボテン運転」キャンペーンを

実施し、市民の意識を啓蒙されておられます。わ

たくしたちのこの事業がそれにお役に立てること

が出来ればとも思います。 
以下はその事業の朝日新聞さん取材の記事です。 
（最終面に掲載） 

 

幹事報告      幹事   長谷川英輝君 

クラブ行事 

：10月5日（月）地区補助金事業として、春日井

高校にて交通安全教室を開催しました。 

 中日新聞、朝日新聞に掲載されました。ケーブ

ルＴＶ「Ｃステーション（地デジ12ＣＨ）でも10

月23日に放映予定です。 

地区行事 

：2016 年 3 月 26 日（土）～27 日（日） 第 24

回ＲＹＬＡセミナー 

 知多郡美浜町にて セミナーは半年先ですが申

し込み期限は11月20日となっています。 

 出席予定者は青少年奉仕委員長 加藤宗生君で

す。 

次週予告    

  10月 16日（金） ケローナ青年大使訪問 

           卓話 柳下崇子さん（サ

ンジロンクーズＲＣ） 

  

会      長 ： 志水ひろみ 例 会 日 ：金曜日 12:30～13:30

副  会  長 ：名畑  豊 例 会 場 ：ホテルプラザ勝川 

幹   事 ：長谷川英輝  事 務 局 ：春日井市鳥居松町 5-45

会報委員長 ：成瀬 浩康  Ｔ Ｅ Ｌ ：（0568）81-8498 

 Ｆ Ａ Ｘ ：（0568）82-0265 

   Ｅ- mail ：Ksgi-rc@gaea.ocn.ne.jp 



 

◎例会変更の案内 
岩 倉 １０月２７日(火) １１月１日（日） 

   ＲＣ 地区大会の為 ウェスティンナゴヤキャッスル 

瀬 戸 北 １０月２７日(火) １１月１日（日） 

   ＲＣ 地区大会の為 ウェスティンナゴヤキャッスル 

犬 山 １０月２７日(火) １０月２７日（火） 

   ＲＣ 職場例会の為 寂光院 

名 古 屋 城 北 １０月２７日(火) １１月１日（日） 

   ＲＣ 地区大会の為 ウェスティンナゴヤキャッスル 

瀬 戸 １０月２８日(水) １１月１日（日） 

   ＲＣ 地区大会の為 ウェスティンナゴヤキャッスル 

尾 張 旭 １０月２３日(金) １０月２３日（金） 

   ＲＣ ガバナー公式訪問の為グレイセル

名 古 屋 北 １０月２３日(金) １０月２４日(土)10：00 

   ＲＣ ＷＦＦ例会の為久屋大通公園 

名古屋丸の内 １０月２２日(木) １０月２２日(木)15：00 

   ＲＣ 家族例会の為日本特殊陶業市民会館 

 
◎ビジター紹介   会長  志水ひろみ君 
○瀬戸ＲＣ    山口 記由君 

 
出席報告       委員長  古屋 義夫君 

会員 59 名 欠席 29名 出席率 50.8 

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   岡嶋 良樹君 

〇チラシ配り皆様よろしくお願いします。 
                長谷川英輝君 
〇１０月１１日緑化植物園にて高蔵寺フォークジ

ャンボリーが開催されます。晴れます様に。 
                青山 博徳君 
〇今日はご苦労様です。     近藤 太門君 
〇交通安全を心がけて。 
足立 治夫君  磯野 俊雄君  太田 弘道君

大畑 一久君  小野寺 誠君  大原 泰昭君 
加藤久仁明君  加藤 宗生君  北  健司君  

神田 寛司君  志水ひろみ君  社本 太郎君  

杉山 孝明君  杤本 正樹君  成瀬 浩康君 
中川  健君  蓮野 美廣君  古屋 義夫君 
日比 雄将君  屋嘉比良夫君  藪下 尚武君 
和田 了司君 
〇御協力、ありがとうございます。岡嶋 良樹君 
 

 

 

補助金事業 交通安全啓蒙活動 

平成２７年１０月９日  場所 ＪＲ勝川駅 

活動風景 

 

 



 

 



 
 
 
 
 
 
 

１０月６日 朝日新聞 朝刊記事 
 

 


