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ロータリー財団月間

１１月１８日（金） １１月２０日（日） １２月２日（金） １２月９日（金）

祝福 １１月２５日変更 理事役員会 11：30 祝福
卓話奨学基金平和フェーローシップ ＩＭ 年次総会 卓話 早川八郎君

例

会

予

定 副委員長加納昭巨君 名鉄犬山ホテル 卓話 速水敬志君

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

春日井ロータリークラブ 

2016～2017年度 WEEKLY REPORT 

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 「四つのテスト」 

・今月の歌     「女一人」 

・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

・家族会    劇団四季  リトルマーメイド 

・幹事報告           成瀬 浩康君 

・点 鐘            伊藤  純君 

先週の記録 

会長挨拶       会長  伊藤  純君

11月 5日、6日ウェスティンナゴヤキャッスルに
て、地区大会が 2日間に渡り行われました。
1 日目～2 日目にかけては、アトラクションとし
て小牧南高校吹奏楽部の演奏やら、ロータリー財

団 100周年記念イベントでは、軽妙な楽しい話術
で、会場を盛り上げてくれました。

講談師旭堂鱗林の手配など小牧ロータリークラブ

の御苦労に感謝します。一方、春日井クラブから

の出席者も少なく、また 2760 地区全体の出席者
も少ない様に感じました。

11月 20日の分区の名鉄犬山ホテル IMには、各
委員会としても声をかけて頂き、多数の参加をお

願い致します。

幹事報告       幹事  成瀬 浩康君 

お知らせ 

２０１６年１１月１２日（土）２３００回（１１月第２例会）

＊11月 20 日（日）のＩＭは12 時 30 分発でホテ

ルプラザ勝川東側にバスが手配されています。 

次週予告 

＊11月12日 観劇家族会  リトルマーメド 

名古屋四季劇場 13時開演 

（11月11日の例会変更） 

次次週予告 

＊11月18日 

 祝福 

 卓話 奨学基金・平和フェローシップ副委員長 

 加納昭巨君「ロータリー財団100周年を

迎えて 

◎例会変更のお知らせ 

名古屋清須 １１月２９日（火） 

   ＲＣ 植樹例会の為  

尾 張 旭

ＲＣ

１１月１８日（金） １１月２０日（日） 

ＩＭの為 名鉄犬山ホテル 

犬 山 １１月２２日（火) １１月２０日（日） 

   ＲＣ ＩＭの為 名鉄犬山ホテル 

岡 崎 南 １１月１５日（火）１１月１５日（火）12：30 

   ＲＣ 職場例会の為 東海光学㈱ 

名 古 屋 大須 １１月２４日（木）１１月２３日（水） 

   ＲＣ 大須大茶会の為 大須観音

名古 屋 名北 １１月１５日（火） 

   ＲＣ 合同例会の為 望洲楼

名 古 屋 北 １１月１８日（金）１１月１７日（木） 

   ＲＣ ＩＤＭの為 か茂免

小 牧 １１月１６日（水) １１月２０日（日） 

   ＲＣ ＩＭの為 名鉄犬山ホテル 

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



江 南 １１月２４日（木) １１月２３日（水） 

   ＲＣ 植樹事業の為 すいとぴあ江南 

◎ビジター紹介   会長  伊藤  純君

○名古屋ＲＣ   長谷川治彦君 

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 0名 出席率 100% 

ニコボックス報告    委員長   速水 敬志君 

○地区大会に参加して。 

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 

地区大会風景 


