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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 

・ROTARY SONG    「日も風も星も」 

・今月の歌     「春の小川」 

・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 
・家族会     宝塚劇場 

・幹事報告           長谷川英輝君 

・点 鐘            志水ひろみ君 

 

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   志水ひろみ君 

昨日の雨と嵐で桜の花を心配していましたが、本

日４年ぶりのロータリーの森例会を開催すること

ができました。 

ケローナよりペインター夫妻（サウスコウィチャ

ンＲＣ）をお迎えして桜を楽しみながらの例会に

なりました。 

また、河村国際奉仕委員長の奥様の河村恭子様に

通訳をお願いしましたところ快くおいで頂き、楽

しい会になりました。恭子様は先日セブクラブへ

訪問した際お世話になりました御田さんのように 

２０１６年４月１５（金）２２７５回（４月第３例会） 

たいへん流暢に通訳をしてくださり感謝していま

す。ありがとうございました。 

沢山の会員さんの参加もあり、早川会員のロータ

リーの森の歴史のお話しをしていただき参加され

たみなさんも満足していただけたかと思います。 

夜には、中部大学においてケローナ訪問団歓迎会

が開催されました。 

ケローナ市長さまはじめ４０名ほどの参加者をお

迎えし、伊藤太春日井市長様松尾隆徳春日井姉妹

都市市民の会の皆さん総勢１００名以上の参加が

あり、盛況におこなわれました。 

川瀬会員、青山会員のご家族もペインターご夫妻

と担当ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰのエスコートをして参加をされて

おられました。その中、スーザンさん（ウエスト

バンクＲＣ）と出会え バナー交換も無事済ませ

ることが出来ました。次回のプラザでの例会でご

紹介をいたします。 

本日の例会、歓迎会、ホストをしていただいたご

家族の皆様、担当委員会のみなさん感謝申します。 

 

幹事報告      幹事   長谷川英輝君 

クラブ関係 

：5 月 13 日（金）磯野俊雄君 お別れの会 
詳細がわかり次第、会員の皆様にお知らせします。 
：会員名簿 情報更新へのご協力をお願いします。 

 地区行事：4 月 24 日（日） 13 時～17 時  

地区研修・協議会 
ウェスティンナゴヤキャッスル 

 その他 

：ソウル世界大会最終案内 参加希望の方はお申

込み下さい。 

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 



次週予告    

  4 月 15 日（金） 宝塚歌劇 朝８時出発 
 

出席報告       委員長  古屋 義夫君 

会員 61 名 欠席 19名 出席率 70.1%

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 

○ロータリーの森例会に参加して 

足立 治夫君  青山 博徳君  古屋 義夫君 

日比 雄将君  長谷川英輝君  蓮野 美廣君 

速水 敬志君  早川 八郎君  伊藤  純君 

伊藤 一裕君  加藤 宗生君  河村 哲也君 

貴田 永克君  北  健司君  風岡 保広君 

近藤 太門君  近藤 秀樹君  松尾 隆徳君 

名畑  豊君  岡本 博貴君  中島  泉君 

小川  長君  大橋 省吾君  大畑 一久君 

志水ひろみ君  清水  勲君  小野寺 誠君 

社本 太郎君  芝田 貴之君  梅村  守君 

屋嘉比良夫君  杤本 正樹君  和田 了司君 

宅間 秀順君  藪下 尚武君  山田  治君 

藤川 誠二君  川瀬 治通君  成瀬 浩康君 

ロータリーの森例会 

ケローナサウスコウィチャンＲＣ    
 ロジャー ペインター 会員 

ご挨拶 
私たち夫婦はこれまでたくさんの国を旅して参りまし

た。旅先では各国、各地のロータリークラブの会合に

出席し、ロータリークラブのみなさんと交流を深めるよ

うに心がけております。 
特に私たちが力を入れているのは交換留学生支援

のシステムです。そして旅先で世話した生徒さんたち

の成長を見るのも楽しみのひとつであります。 
世界で様々な活動をしているロータリークラブの役割

は非常に大切なものです。本物の’インターナショナ

ルであること’ を意識してほしいと思っております。 
私が所属するロータリークラブは５０名ほどで構成さ

れておりますが、私たちはただ単に寄付を集めるとい

う行為だけでなく、実践的に自主的に活動をしており

ます。  
世界各国でいろいろなプロジェクトを行っており、そ

の中には生徒や家族と直接的に関わりながら、道路

や運動場を建設したり、ニカラグア、カトマンズでは 
学校建設にも力を入れております。 
フィリピンやペルーでは、適切な目の治療や眼鏡を

贈答するアイケアプロジェクトも手掛けて参りました。 
 志水会長、私たちはここに我々のクラブを代表してク

ラブバナーの交換をさせて頂きたく存じます。 
妻の方からささやかなプレゼントを受け取って頂けま

すと幸いです。 

本日は皆さまの特別な会合に招待して下さり心よりお 

礼申し上げます。 

 
バナー交換「サウスコウィチャンＲＣ」ロジャーペインターさん 

 

ロータリーの森紹介 早川 八郎君 

 
参加者記念撮影 

中部大学ケローナ歓迎式典にて 

 
バナー交換「ウエストバンクRC」スーザン・パーソンズさん 


