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クラブテーマ

ロータリーの森

本日のプログラム

司会   杤本 正樹君

・点 鐘            伊藤  純君 

・国 歌       「君が代」 

・ROTARY SONG 「我らの生業」 

・ビジター紹介         伊藤  純君 

・食事・歓談

・委員会報告

・会長挨拶           伊藤  純君

・本日の行事   クラブフォーラム   

・幹事報告           成瀬 浩康君 

・点 鐘            伊藤  純君

先週の記録 

会長挨拶           志水ひろみ君 

皆さんこんばんは！ 

今年度最後の例会となりました。 

今月はロータリー親睦活動月間です。 

最後の例会で思うことはこの一年間の日々が懐か

しく思われます。 

台湾東港ＲＣとの交流、セブＲＣとの姉妹提携と

「あしながおじさん事業」 

国際奉仕活動の中、姉妹である友人との楽しいひ

と時など・・・ 

また地区補助金による交通安全青少年奉仕活動な

どつぎつぎと目に浮かんできます。私たちは「世

界へのプレゼントになる」を実行できたでしょう

か。 

また、クラブテーマ ロータリーをより知ろう 

「奉仕・親睦」を一人一人のレベルで日々実行し

よう「奉仕・親睦」を皆で共有し、祝福しよう 

たくさんの達成感と充実感を得よう 

２０１６年７月１日（金）２２８３回（７月第１例会）

会員のみなさんにはこれらを実感していただけた

でしょうか？ 

この一年間、それぞれの委員会の皆さんにはこれ

らの活動に積極的に取り組んでいただけ、心より

感謝申し上げます。  

幹事報告      幹事   長谷川英輝君

地区行事

7月 29日（金） 
2016-17年度第１回 地区国際奉仕委員長会議 

名鉄グランドホテル 15時30分～ 

出席要請は 次年度の国際奉仕委員長 

次週予告   

6月 24日（金） 休会 定款 6-1 
7月 1日（金） 例会、理事会、クラブ協議会

◎例会変更のお知らせ 

名 古 屋 北

ＲＣ

７月２２日（金) ７月２１日（木）１７：３０ 

ＩＤＭの為 徳川園 

名古屋丸の内 ７月２１日（木） ７月２１日（木）１８：３０ 

   ＲＣ 夜間例会の為 安江 

瀬 戸 ７月１３日（水）７月９日（土） 

   ＲＣ 夜間例会の為 湯谷観光ホテル 

羽 島 ７月１９日（火）７月１７日（日）７：００ 

   ＲＣ 早朝例会の為アンディアーモバルテンツァホテル

◎事務局移転のお知らせ 

豊田ロータリークラブ 

移転先 

〒471-0027豊田市喜多町２－１６０ 

ホテルトヨタキャッスル801号室 

会      長 ：伊藤  純 例 会 日 ：金曜日 12:30～13:30 

副  会  長 ：社本 太郎 例 会 場 ：ホテルプラザ勝川 

副  会  長 ：宅間 秀順 事 務 局 ：春日井市鳥居松町5-45 

幹      事 ：成瀬 浩康  Ｔ Ｅ Ｌ ：（0568）81-8498 

会報委員長 ：加藤 宗生 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 61 名 欠席 20名 出席率 67.2% 

先々週の修正出席 欠席 6名 出席率 90.2% 

ニコボックス報告    委員長   岡嶋 良樹君 

〇みなさまにはご理解ご協力を賜りまして感謝申

し上げます。          志水ひろみ君

〇一年間ありがとうございました。長谷川英輝君

〇志水会長、長谷川幹事始め、理事役員の皆様一

年間御苦労様でした。      貴田 永克君

〇今年も皆出席出来ました。全てに感謝です。

                屋嘉比良夫君

〇ロータリーメンバーになれた事に感謝します。

会長、幹事、一年間お疲れ様でした。

                下田 育雄君

〇お疲れ様でした。       小柳出和文君

〇会長一年お疲れ様でした。   芝田 貴之君

〇お疲れ様でした。       山田  治君

〇一年間大変御世話になりました。近藤 太門君

〇一年間お疲れ様でした。    加藤 将人君

〇志水会長一年間お疲れ様でした。大原 泰昭君

〇親睦ゴルフ会にて優勝できた喜びで。

                宅間 秀順君

〇一年間ありがとうございました。お疲れ様でし

た。              加藤久仁明君

〇一年間会場進行ご協力ありがとうございました。

                青山 博徳君

〇ＩＤＭに出席する喜びで。   小川  長君

〇今期最後のＩＤＭに出席する喜びで。

                伊藤 正之君

〇いつも有難うございます。   大橋 省吾君

〇親睦活動にご協力ありがとうございました。

                和田 了司君

〇一年間ありがとうございました。古屋 義夫君

〇遅刻申し訳ありません。    高木  修君

〇一年間お疲れ様でした。

梅村  守君  太田 弘道君  岡本 博貴君

風岡 保広君  河村 哲也君  加藤 宗生君

北  健司君  川瀬 治通君  近藤 秀樹君

清水  勲君  社本 太郎君  杉山 孝明君

名畑  豊君  成瀬 浩康君  野浪 正毅君

蓮野 美廣君  松尾 隆徳君

〇一年間ニコボックスへの多大なる御協力、誠に

ありがとうございました。ニコボックス委員一同

春日井 RCゴルフコンペ
６月１６日  於オールドレク

優勝 宅間 秀順君

２位 大原 泰昭君

３位 清水  勲君

BB  山田 幸子さん

国際大会報告 

２０１６年５月２８日（土）～３１日（火）

 春日井ＲＣ参加者 宅間、栃本、大橋 ３名

開催場所：ソウル中心部より北へ５０ｋｍ   

キンテックスという場所の２棟 建物サイズ 

巾２００ｍ×長さ３００ｍ×２棟

東棟・・・会議場 主催者、理事役員の食事 分

科会会場

西棟・・・友援の広場、ロータリーグッズ売場、

韓国名品売場など

参加者 ：約２万人程で２７６０地区 ４６２名

会開宣言：ＫＲラビンドラン ＩＲ会長（スリラ

ンカ）

来賓あいさつ：①ラニルスリランカ首相 ②バン

ギオン国連事務総長（韓国）③ソウル市長 ④オ

ーストラリアのイアンＨＳライズリーＲＩ役員

役員紹介現職者（ステージにて）：トルコ、インド、

ジ ョ ー ジ ア 、 Ｃ Ａ 州 、 Ｃ Ａ Ｎ Ａ Ｄ Ａ

オンタリオ、台湾、イギリス、タイ、スペイン、

日本ジェノバ、ブラジル、他約２０人 

次期役員紹介（ステージにて） ：アトランタ、

オーストラリア、スウェーデンフランス、デンマ

ーク、ルーマニア、ジョージア 日本（豊田ＲＣ）

他２０人程ロータリー財団:財団では２０１６年
３月末で 1億３０００万ドルあり。約１４０億円
アジア代表会長紹介：１９５０年～２０１６年ま

で紹介はスクリーンにて

日本人 1Ｒ会長 田中さとし氏
卓話：ドバイＲＣ マーキュリーハラー氏

人生はＧＤＰの数値で測るものでなく、幸せ度で

測るもの自分が幸せになり、次に何を人に与えら

れるのか。人間は昨日より今日、今日より明日。

世界プレゼンターは健康で幸せでないといけませ

ん。ロータリアンはすべてを超えられるようここ

で皆で誓いましょう・・・・・約 1万人の唱和
次回開催国：米国ジョージア州アトランタ ２０

１７年６月１０日（土）～１４日（水）

公式ホテル：オムニ、ホリデーイン、Ｗアトラン

タ、アロフトアトランタ、ダブルスリー、ザウエ

スティン、コートバードアトランタ、ハイアット、



ライズカールトン、マリオット、ヒルトン、シェ

ラトン 以上 １３のホテルが待ってます。

２０１５－１６年度 事業報告

２０１５年７月２４日：ＩＤＭ 徳川ガーデ

ンレストラン

年度初めのＩＤＭをガーデンレストラン徳

川園で開催しました。「αクラブ」さんの演

奏を聴きながら、会員・パートナーの皆さん

とも楽しく過ごしました。

７月３１日：ガバナー補佐訪問

朱宮ガバナー補佐をはじめとする訪問団を

お迎えして、クラブ協議会を開催しました。

加藤陽一ガバナーがお忍びで例会参加され

るというサプライズもありました。

８月２５日：ガバナー公式訪問

加藤陽一ガバナー、大竹一義地区幹事をお迎

えし、３RC合同ガバナー補佐訪問が行われ
ました。名古屋当急 REIホテルを会場として
名古屋城北 RCさんの主催で行われました。

９月４日：家族会 野球観戦

恒例の野球観戦は中日・阪神戦。多くの会員

やご家族にご参加いただきました。試合結果

は・・・来年に期待しましょう。



１０月５日：交通安全教室 地区補助金事業

地区補助金事業として、春日井高校の全校生

徒に向けて交通安全教室を開催しました。ス

タントマンが交通事故を実演する「スケアー

ドストレイト教育」により、交通事故の恐ろ

しさと、交通ルールを遵守することの大切さ

を感じてもらえたと思います。

事業の様子は、中日新聞・朝日新聞・ケーブ

ルテレビにて報道されました。

１０月９日：交通安全ビラ配り 地区補助金

事業

交通安全をアピールする地区補助金事業の

一環として、ＪＲ勝川駅にて会員が交通安全

ビラ配りを行いました。

１０月１６日：ケローナ青年大使訪問、サン

ジロンクーズランＲＣゲスト訪問 

春日井市の姉妹都市であるケローナ市より、

青年大使のキャムリン・ピータースさんが例

会を訪問されました。また、フランスのサン

ジロンクーズランＲＣよりマリー・カンタグ

リルさんと柳下崇子さん、その他にピアニス

トのヴェロニク・ブラッコさんも来訪され、

国際色豊かな例会となりました。

マリー・カンタグリルさんは１２日に宗次ホ

ールでバイオリンリサイタルを開催され、多

くの地区ロータリアンが集まり大盛況でし

た。

１１月 １日：地区大会 

第２７６０地区の地区大会がウェスティン

ナゴヤキャッスルで開催されました。



１０月３１日～１１月３日：東港ＲＣ４５周

年式典訪問

総勢８名にて、姉妹クラブである東港ＲＣの

４５周年記念式典に出席しました。東港ＲＣ

の皆さんには、夜遅くまで大変熱烈に歓迎を

していただきました。美味しい中華料理で食

い倒れの旅になりました。

１１月７日：春日井福祉のつどい サボテン

無料配布

春日井福祉のつどいにて「サボテン鉢植え体

験」を実施しました。今年で４年目になりま

すが、今年も大人気で長い行列ができました。

また、オープニングセレモニーでは協賛金贈

呈団体の代表として、志水会長が協賛金を贈

呈しました。

１１月２８日：東尾張分区ＩＭ 

東尾張分区のＩＭが、犬山ＲＣのホストにて

名鉄犬山ホテルで開催されました。斉藤直美

パストガバナーの基調講演や、帝京大学名誉

教授志方俊之氏の記念公園を拝聴しました。

１２月１８日：クリスマス家族会

プラザ勝川にてクリスマス家族会を開催し

ました。会員・ご家族合せて１２２名という

大人数にご参加いただきました。アトラクシ

ョンのピエロや、春日井ＲＣお笑いトリオに

よる出し物も大好評でした。



２０１６年３月６日：東港ＲＣ交流会

呉会長様はじめ東港ＲＣ様ご一行様が来訪

され、「日本料理 黒潮」にて交流会を開催

しました。名妓連の歌と踊りに、東港ＲＣの

皆さんは大喜びされていました。

３月１６～１９日：セブＲＣ訪問

総勢７名にて、セブＲＣさんとの姉妹提携調

印のためセブを訪問しました。セブＲＣ会員

の自宅にて歓迎会や例会が開催され、大歓迎

を受けました。

また、セブＲＣ御田さん達の多大なるご協力

のもと、あしなが奨学生の選抜も実施しまし

た。

４月８日：ロータリーの森例会

ロータリーの森にて花見例会を開催しまし

た。過去２年は雨のため屋内開催となってい

ましたが、当日は天気も良く、桜もまだ残っ

て花見を楽しむことができました。サウスコ

ウィチャンＲＣ会員のペインター夫妻が来

訪されました。



４月１５日：家族会 宝塚歌劇

家族会として、宝塚歌劇の観劇バスツアーを

実施しました。女性の参加者が半数と、ＲＣ

行事としては破格の女子率を記録しました。

あつた蓬莱軒のお孫さんが星組に在籍され

ており、春日井ＲＣへ沢山のお土産をいただ

きました。

６月１７日：ＩＤＭ プラザ勝川

年度の締めくくりとなるＩＤＭをプラザ勝

川で開催しました。ソウル世界大会への参加

報告を聞きながら、なごやかに会食をしまし

た。

会員の皆様、１年間どうもありがとうござい

ました！

会長挨拶 志水 ひろみ君 

役員バッジ交換式 



ホームクラブ 100％出席表彰 

ニコニコ賞 表彰 

幹事挨拶 長谷川 英輝君 

会長エレクト挨拶 伊藤 純君 


