
ロータリー親睦活動月間

６月１７日（金） ６月２４日（金） ７月１日（金） ７月８日（金）

ＩＤＭ 休会 定款６－１ 理事役員会 11：30 祝福

ホテルプラザ勝川 クラブ協議会 13：30 クラブフォーラム

例

会

予

定 １８時から 全員協議会

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

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 「奉仕の理想」 

・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

・卓 話 徳洲会循環器内科医長 青山 英和氏 

・幹事報告           長谷川英輝君 

・点 鐘            志水ひろみ君 

今月の歌 

故郷 

いかにいます  父母 

 つつがなしや  友がき 

  雨に風に    つけても 

思いいずる   故郷 

先週の記録 

幹事報告      幹事   長谷川英輝君

理事役員会

第 12 回理事役員会において、下記すべて承認可
決されました。

第 1号議案：5月一般会計報告書承認の件
第 2号議案：次年度の年会費・ビジターフィ―に
ついて

【年会費 320,000円 祝福金 10,000円 ビジタ
ー3,000円】
第 3号議案：7月のＩＤＭについて
第 4号議案：次年度委員会構成（最終案）の件

２０１６年６月１０日（金）２２８１回（６月第２例会）

地区行事

：7月20日（水） 2016-17年度第１回地区内広

報・雑誌委員長会議 

名鉄グランドホテル 16時～ 

出席要請は次年度広報ＩＴ委員長の加藤宗生君 

次週予告   

6月 10日（金）卓話 徳洲会病院 青山英和先生

◎例会変更のお知らせ 

あ ま

ＲＣ

６月２０日（月) ６月２０日（月） 

創立記念夜間例会の為  

名 古 屋大須 ６月２３日（木) ６月２３日（木）１８：３０ 

   ＲＣ 夜間例会の為名鉄グランドホテル 

西 尾 ６月２１日（火）６月２３日（木）１８：３０ 

   ＲＣ 夜間例会の為 未定 

名 古 屋清須 ６月２１日（火）６月２１日（火） 

   ＲＣ ＩＤＭの為  

名 古 屋 葵 ６月１６日（木）６月１８日（土） 

   ＲＣ 研修例会の為  

中部名古屋みらい ６月１５日（水）６月１５日（水） 

   ＲＣ ＩＤＭの為 未定 

名古屋丸の内 ６月２３日（木）６月２３日（木） 

   ＲＣ 会長幹事慰労例会の為 未定 

犬 山 ６月２１日（火）６月２５日（土） 

   ＲＣ 夜間例会の為 未定 

名 古 屋守山 ６月２２日（水）６月２２日（水） 

   ＲＣ 夜間例会の為 未定 

名 古 屋千種 ６月２１日（火）６月２１日（火）１８：００ 

   ＲＣ 夜間例会の為 松楓閣 



出席報告 委員長 古屋 義夫君

会員 61 名 欠席 21名 出席率 65.6% 

先々週の修正出席 欠席 1名 出席率 98.4% 

ニコボックス報告    委員長   岡嶋 良樹君 

〇新会員さんの卓話、楽しみにしています。

                志水ひろみ君

〇北さん、ありがとうございました。

                山田  治君

〇入会したばかりですが、卓話を担当させて頂き

ます。よろしくお願いします。  藤川 誠二君

〇祝福の皆様、おめでとうございます。卓話楽し

みにしております。       古屋 義夫君

〇藤川さん、小柳出さん、卓話楽しみにしていま

す。              河村 哲也君

〇卓話を楽しみにしています。  杤本 正樹君

〇明日から仲間４人でシルクロードの旅に出ます。

藤川、小柳出君の卓話が最期にならない様、無事

に帰国したいと願っています。  小川  長君

〇藤川さん、楽しみにしています。岡本 博貴君

〇藤川、小柳出会員の卓話楽しみに。

                貴田 永克君

〇卓話楽しみにしています。   大原 泰昭君

〇藤川さん、小柳出さんの卓話を楽しみにしてい

ます。             和田 了司君

〇国際大会ソウルに行ってきました。

                宅間 秀順君

〇藤川さん、小柳出さん卓話楽しみにしています。

                長谷川英輝君

〇セパ交流戦、勝越しを願って。 青山 博徳君

〇会長、幹事さん、いよいよ大詰ですね。ご苦労

様でした。           近藤 太門君

〇いつも有難うございます。   大橋 省吾君

〇祝福おめでとう。卓話を聞ける喜びで。

足立 治夫君  梅村  守君  小柳出和文君

太田 弘道君  岡田 義邦君  小野寺 誠君

加藤  茂君  加藤 宗生君  北  健二君

川瀬 治通君  清水  勲君  芝田 貴之君

社本 太郎君  名畑  豊君  成瀬 浩康君

中川  健君  速水 敬志君  蓮野 美廣君

場々大刀雄君  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

卓話           小柳出 和文君 

＜自己紹介＞

4 月に入会させていただきました小柳出和文です。
とりまる、とんまるで大変お世話になっています

株式会社鳥丸フードサービスの代表取締役をさせ

ていただいております。

昨年までは春日井青年会議所で 10 年間活動させ
ていただき、このたび河村さんや芝田さんからの

お誘いをいただきまして入会させていただきまし

た。

静岡県の伊豆市で生まれ、12年前独立を機に春日
井市へやってきました。

幼少期父親は目が不自由だったこともあり、家に

は車もなく、当時はファミコンがはやった時代で

したが買ってもらえず本当に貧乏だと思っていま

した。

＜学生＞

たくさんの友達が出来るとお金持ちの子がうらや

ましく見えました。この頃から将来は絶対に社長

になると決めていました。

＜喫茶店＞

初めてアルバイトをしたのが高校 1 年生の時で、
初めて社長という存在と話をすることが出来まし

た。凄くかっこよくて飲食店の社長になることを

決めたのはこの頃でした。

＜佐川急便＞

高校 3年間を喫茶店でアルバイトしそのまま社員
として雇ってもらったのですが安月給でこのまま

では独立できないと思い佐川急便に転職しました。

＜モンテローザ＞

免停を機に飲食店に戻りました。店長を任され岐

阜や名古屋に転勤となり 6年間勤めました。
＜独立＞

その後少し無職の期間を過ごしお金がほとんどな

かったのですが、本屋との出会い、恥ずかしさを

捨ててみることで独立をすることが出来ました。

居酒屋の経験はありましたが何屋さんをやれば良

いかもわからず、焼鳥なら簡単そうだという安易

な考えで創業しました。

やり方をほとんど知らなかったため、恥ずかしさ

を捨ててお客さんから教えてもらいました。ここ

で学んだことは素直になると応援してくれる人が

見えてくる。

その後、人も雇い拡大路線を歩み出店数は 22 店
舗ですがたくさんの経験をさせていただいた結果、

現在は 6店舗の経営をしています。
なかなかうまくいかず悩んでいる時にＪＣに声を

掛けていただき入会はしましたが、まったく出る

ことは出来ませんでした。

そんな時に委員長として声を掛けてくれたのが河

村さんであり、眠っている私に委員長を任せてく

れたのが芝田さんでした。

これからも、出会いを大切に皆様に少しでも近づ

ける様に頑張っていきます。貴重なお時間をいた

だきましてありがとうございました。



祝福 結婚記念日 中川 健 君

祝福 アテンダンス表彰 社本 太郎 君

祝福 アテンダンス表彰 大原 泰昭 君

卓話 小柳出 和文君 

卓話 藤川 誠二 君


