
   

職業奉仕月間 
１月１５日（金） １月２２日(金) １月２９日(金) ２月５日（金） 
祝福 卓話 夜間例会 18 時～ 理事役員会 11：30～ 
卓話 古屋 義夫君 ホテルプラザ 祝福 

例

会

予

定 米山小学生    
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春日井ロータリークラブ 
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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 

・国 歌       「君が代」 

・ROTARY SONG    「我らの生業」 

・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 
・新年祝賀例会 

・幹事報告           長谷川英輝君 

・点 鐘            志水ひろみ君 

 

先週の記録 

 
会長挨拶      会長   志水ひろみ君 
今年最後の例会になりました。 
１６日の中日新聞に掲載さていましたが、サウジ

アラビアの女性に参政権が認められて、初めての

地方議会選挙があったそうです。 
日本では、女性の国政への参政権を認める法律が

公布され、女性が「一票」を手にしたのは、戦後

７０年前の１２月１７日だそうです。 
１７年前、加藤茂パスト会長のご提案のもと、こ

の春日井ＲＣにこの尾張分区初めての女性ロータ

リアンが３名、翌年に誕生しました。 
わたくしもその時、入会のお許しを頂いた一人で

す。 
１６年後、今 会長としてこの場に立たせていた

だいておりますが、たいへん 
感慨深い思いです。 
本日は家族会です。ぞんぶんに楽しんでいくださ

い。 

２０１６年１月 8 日（金）第２２6１回（１月第１例会） 

 

幹事報告      幹事   長谷川英輝君 

その他 

：地区からコンサートの案内 

1月28日（木） ポリオ撲滅 新春チャリティコ

ンサート会場は伏見のザ・コンサートホテル、18：

15開演 

ご興味のある方は事務局に情報がありますのでお

問合せ下さい 

次週予告    

1 月 8 日（金） プラザ勝川 新年例会～理事

役員挨拶理事役員会、クラブ協議会が開催されま

す。 
 

◎例会変更のお知らせ 

名 古 屋 千 種 
ＲＣ 

１月１２日(火) １月１２日（火）１８：００ 

新年例会の為 松楓閣 

尾 張 旭 １月１５日(金) １月１５日（金）１２：３０ 

   ＲＣ 移動例会の為 稲葉保育園 

名 古 屋 名 東 １月１２日(火) １月１２日（火）１８：００ 

   ＲＣ 夜間例会の為 八勝館 

名 古 屋 葵 １月１４日(木) １月１４日（木）１８：００ 

   ＲＣ 新年例会の為  

羽 島 １月１２日(火) １月９日（土）１８：００ 

   ＲＣ 新年例会の為 西松亭 

愛 知 長 久 手 １月１２日(火) １月１２日（火）１８：００ 

   ＲＣ 夜間例会の為 松風閣 

 
 

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 



出席報告       委員長  古屋 義夫君 

会員 59 名 欠席 19名 出席率 67.8%

先々週の修正出席 欠席 1名 出席率 98.3%

 

ニコボックス報告    委員長   岡嶋 良樹君 

〇クリスマス家族会にたくさんのロータリーファ

ミリーをお迎えすることができました。 
                志水ひろみ君 
〇会員、ご家族の皆様、ありがとうございます。 
                長谷川英輝君 
〇楽しく有意義な家族会を・・・ 古屋 義夫君 
〇メリークリスマス       加藤久仁明君 
〇川瀬先生、先日はお世話になりました。    
                社本 太郎君 
〇古希と金婚式の祝いをいただくよろこびで！！ 
                近藤 太門君 
〇今年もありがとうございます。 河村 哲也君 
〇メリークリスマス！！     杤本 正樹君 
〇大変いい事がありました。   山田  治君 
〇家族で初参加です。末永くよろしくお願いしま

す。              大原 泰昭君 
〇いつも有難うございます。   大橋 省吾君 
〇司会頑張ります。       岡嶋 良樹君 
〇長女、初孫出産後、今日が初めての外出です。

お世話になります。       青山 博徳君 
〇本日はたくさんの方に参加していただき感謝し

ます。             和田 了司君 
〇お世話になります。      蓮野 美廣君 
〇クリスマス家族会に参加する喜びで。 
足立 治夫君  磯野 俊雄君  伊藤  純君 
伊藤 正之君  梅村  守君  小川  長君 
太田 弘道君  小野寺 誠君  風岡 保広君 
加藤 宗生君  貴田 永克君  北  健司君 
川瀬 治通君  近藤 秀樹君  清水  勲君 
芝田 貴之君  杉山 孝明君  高木  修君 
宅間 秀順君  峠 テル子君  名畑  豊君 
野浪 正毅君  成瀬 浩康君  屋嘉比良夫君 
〇御協力、ありがとうございます。岡嶋 良樹君 
 

クリスマス家族会 

会長挨拶      会長   志水ひろみ君 

本日は会員さんはじめ、たくさんのご家族さまに

おこしいただきまして、有難うございます。 
いよいよあと２週間で年が明けます。 
今年は未（羊）年で家族安泰、平和を象徴するそ

うです。 
名古屋の北区辻町に羊神社というところがありま

す。小さな宮ですが、１２年に一度の大変な賑わ

いになっています。来年は申年です。 
猿といえば東山動物園のニシローランドゴリラ

「シャバーニ」は「イケメン ゴリラ」とたいへ

んな人気です。 

彼は１９９６年１０月２０日にオランダのアペン

ヒュール動物園生まれでオス。 

その後、オーストラリアのタロンガ動物園を経て

２００７年６月２７日に名古屋東山動物園にやっ

てきました。 

今年で１９歳ですが人間に換算すると３０～４０

歳くらいです。 

ＴＶでも何度も放送されていますのでご存じの皆

さんもいらっしゃると思います。 

５頭からなる群れのリーダーで、２頭のメスの産

んだ２頭の子ども達の良きパパであり子ども達の

面倒もよくみているそうです。 

シャバーニのお兄さん、ハオコは上野動物園にお

りシャバーニのように２頭の娘の父としてイクメ

ンをしているそうです。 

ネネの子 キヨマサ、ネネの子の アイの子アニ

ーアニーは母親の育児が十分で なく、人工哺育を

することになり、群れに返すのに 飼育員さんは大

変苦労をされました。ＴＶでも放映されましたの

でご覧になられた方もいらっしゃると思います。 

「イケメンゴリラー！」いまや子供たちからもそ

う呼ばれ、シャバーニは大変な人気で、彼の写真

集がでています。 

ちなみに、ネネは（メス 34歳）ネネの子、アイは

（メス１２歳）ネネの子 キヨマサは３歳、アイ

の子アニーは２歳動物は自然体で生きているので、

とても癒されます。 

もちろんアフリカの自然のなかで遭遇すると大変

なことになりますけど・・・ 

2014 年度のレジャー関連雑誌などの出版社の「綜

合ユニコム」がまとめた全国の動稙物園入場者数

によりますと東山動稙物園は全国二位 

一位は上野動物園、三位は旭山動物園であります。 

東山動物園では今、話題の展示生物がたくさんい

ますが、最近ベビーの出産ラッシュで、アジアゾ

ウのさくら、コアラの赤ちゃん、キリンの赤ちゃ

んジュラ等、動物好きなかたなら魅力一杯だと思

います。 

 
クリスマス家族会風景 



 

 



  

 

 

会員増強委員会報告 

             委員長 清水 勲 

 新会員を勧誘するための資料「ロータリーへの

お誘い」を作成しました。ロータリークラブの紹

介および春日井ロータリークラブの活動をわかり

やすくまとめました。会員候補の方がこの資料を

お読みになれば、ロータリーをよく理解していた

だけると思います。新会員勧誘に役立てていただ

き、ますますの会員増強をお願いいたします。必

要な時には事務局にご連絡ください。 


