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春日井ロータリークラブ 
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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 

・ROTARY SONG 「われら日本のロータリアン」 

・今月の歌     「女ひとり」 

・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

・卓 話            小川 翔子氏 

・幹事報告           成瀬 浩康君 

・点 鐘            伊藤  純君 

今月の歌 

女ひとり 

    京都 大原 三千院 

    恋につかれた 女がひとり 

    結城に塩瀬の 素描のお 

    池の水面に ゆれていた 

    京都 大原 三千院 

    恋につかれた 女がひとり 

先週の記録 

会長挨拶       会長  伊藤  純君

10 月 22 日から 23 日土日にかけてお天気にも恵

まれ、地区事業の「ワールド・フード・フェステ

ィバル」が盛大に開催されました。

また回を重ねるごとにイベントの認知度も高まり、

大勢の来場者に来ていただき、盛況の内に行われ

たと思います。

今年は東尾張分区として、黒潮の岡本君がブース

を出店して頂けて、フェスティバルを盛り上げて

くれました。

２０１６年１０月２８日（金）２２９８回（１０月第４例会）

イベント開催の期間中は接待や設営・準備等で何

かとご苦労をかけました、携わって頂いた皆さん、

お疲れ様でした。

幹事の成瀬君より当イベントについての報告があ

ります。

幹事報告       幹事  成瀬 浩康君

地区行事 

＊11月22日 東尾張分区会長・幹事会 

出席者：春日井ＲＣ 会長・幹事 

次週予告 

10月 28日   

＊ 第5回理事役員会  11：30 

＊ 祝福 

＊ 卓話 春日井市役所市民安全課 小川翔子氏 

＊ 第3回クラブ協議会 13：30 

◎例会変更のお知らせ 

瀬 戸 北 １１月８日（火）１１月６日（日） 

   ＲＣ 地区大会の為 ウェスティンナゴヤキャッスル

名 古 屋 葵

ＲＣ

１１月１０日（木) １１月６日（日） 

地区大会の為 ウェスティンナゴヤキャッスル

名 古 屋 城 北 １１月８日（火) １１月６日（日） 

   ＲＣ 地区大会の為 ウェスティンナゴヤキャッスル

岩 倉 １１月１日（火）１１月６日（日） 

   ＲＣ 地区大会の為 ウェスティンナゴヤキャッスル

名 古 屋 守 山 １１月２日（水）１１月６日（日） 

   ＲＣ 地区大会の為 ウェスティンナゴヤキャッスル

名 古 屋 名 東 １１月１５日（火) １１月１５日（火）18：00 

   ＲＣ 夜間例会の為 未定 

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



◎例会休会のお知らせ 

○あまＲＣ     １１月７日（月）は休会 

○羽島ＲＣ     １１月１５日（火）は休会 

○名古屋清須ＲＣ  １１月８日（火）は休会 

出席報告 委員長 大橋 省吾君 

会員 61 名 欠席 0名 出席率 100% 

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   速水 敬志君 

○ＷＦＦに参加して。 

足立 治夫君  青山 博徳君  場々大刀雄君 

藤川 誠二君  日比 雄将君  伊藤  純君 

伊藤 一裕君  伊藤 正之君  神田 寛司君 

加藤久仁明君  加藤 将人君  加藤 宗生君 

加藤  茂君  河村 哲也君  川瀬 治通君 

風岡 保広君  貴田 永克君  北  健司君 

近藤 秀樹君  近藤 太門君  松尾 隆徳君 

名畑  豊君  中川  健君  中島  泉君 

成瀬 浩康君  新美 治男君  野浪 正毅君 

小川 茂徳君  小川  長君  大原 泰昭君 

大橋 完一君  太田 弘道君  大畑 一久君 

大橋 省吾君  岡田 義邦君  岡嶋 良樹君 

岡本 博貴君  小柳出和文君  小野寺 誠君 

社本 太郎君  芝田 貴之君  下田 育雄君 

清水  勲君  志水ひろみ君  杉山 考明君 

高木  修君  宅間 秀順君  峠 テル子君 

杤本 正樹君  梅田 英夫君  梅村  守君 

和田 了司君  屋嘉比良夫君  山田  治君 

藪下 尚武君  古屋 義夫君  長谷川英輝君 

蓮野 美廣君  早川 八郎君  速水 敬志君 

林  憲正君 

『春日井ロータリークラブ会員の皆様へ』 

ケローナ・サンライズ・ロータリークラブ 

会長 パット・マクアリスター 

ケローナ・サンライズ・ロータリークラブを代

表し、春日井ロータリークラブ会員にご挨拶を申

し上げます。ケローナ市民として、私達はケロー

ナと春日井の姉妹都市締結をとても誇りに感じて

います。私達 2クラブの連携を続けることは、ロ

ータリーの行動指針である「2 つの文化間の親善

と理解」を促進する積極的な手段です。 

ケローナ・サンライズ・ロータリークラブは 1986

年に発足し71人の一般会員と8人の名誉会員を擁

しています。 

国際的には、私達はテグシガルパにおける新生

児の発育についてのプログラムやウガンダにおけ

る女性の生活の質の向上についてのプログラムに

関与しています。 

今年は、私達の最も主要な基金調達の催しにな

るであろう「リブフェスタ・ケローナ」を実施し

ます。このイベントは、ケローナ市立公園におい

て特別なバーベキューでリブを販売し、ビアガー

デン、音楽の催し、子供広場を設営し 3日間にわ

たって開催します。私達は 3万人以上の参加を見

込んでいます。 

地元では、たくさんのチャリティーや地域的イ

ベントに関与しています。私達は主要なプロジェ

クトとして、「Shoe Bank Canada キャンペーン」

を続けています。また、「湖横断遠泳」の関係者や

サポーターにパンケーキの朝食を作ったり、スロ

ーピッチソフトボールの大会”Bats For A Cause”

の為に複数のチームを作って、その収益を BCチル

ドレンズ・ホスピタルに寄付するなどのサービス

プログラムを行っています。 

私達はちょうどクラブのビジョニング作業を終

えたところです。ビジョニングは私達のクラブの

多様な人たちと未来の目標についてアイディアを

出し合うのに役立ちました。 

私達は数人の若いメンバーを勧誘し、5年後には

会員を約 100 名に増強することを試みています。 

最後に、私達は私達の親善と理解を継続するこ

とを提案し、私達はあなた方のすべての努力が成

功することを望んでいます。私達はあなた方が私

達の友好と敬意の印として私達のクラブバナーを

受け取ってくださることを希望します。 

注釈） 

テグシガルパは中米ホンジュラスの首都。 

「Shoe Bank」は、お店の倉庫などに売れ残って

いる靴や、個人の押入れに眠っている靴を集めて、

靴を必要としている人たちに分配するチャリティ

ー運動です。 

「Bats for A Cause」は、BCチルドレンズ・ホ

スピタルのためのチャリティー・ソフトボール大

会です。日本でのソフトボールはほとんど「ファ

ーストピッチ」だそうですが、スローピッチ（遅

い投球）のソフトボールなんてあるんですね… 

「ビジョニング」は“将来どのようになりたい

か”を可視化する作業のようで、はっきりした日

本語訳は見つかりませんでした。 

春日井ロータリークラブが友好クラブを締結し

たのはケローナ・ロータリークラブで、このケロ

ーナ・サンライズ・ロータリークラブとは違いま

す。 

翻訳/注釈：川瀬 

ＷＦＦ報告        幹事   成瀬 浩康君 

10 月 22・23 日の両日、名古屋 栄 久屋大通公園

の東尾張分区のブースにおきまして、当分区を代

表して春日井ＲＣが参加させて頂きました。ブー

スでは岡本博貴会員の協力により「黒潮からあげ」

を販売いたしました。両日とも天気に恵まれ、一



時は行列ができるほどの賑わいでいた。当日お手

伝い・参加していただきました会員の皆様には心

より感謝申し上げます。 

ＷＦＦ風景




