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ロータリー財団月間

１１月１２０日（日） １２月２日（金） １２月９日（金） １２月１６日（金）

１１月２５日変更 理事役員会 11：30 祝福 クリスマス家族会

ＩＭ 年次総会 卓話 早川八郎君 ホテルプラザ勝川

例

会

予

定 名鉄犬山ホテル 卓話 速水敬志君 17：30受付 18時例会
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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 「四つのテスト」 

・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

・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 

・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 素描の帯が 

    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 

今月の祝福

会員誕生日

18日 加藤 将人君   21日 長谷川英輝君

30日 速水 敬志君

結婚記念日

11日 近藤 太門君   

11日 小柳出和文君 

夫人誕生日

3日    速水 敬志君・文子さん 

8日    伊藤 正之君・君子さん 

12日  名畑  豊君・ゆかりさん 

19日  伊藤  純君・隆子さん 

２０１６年１１月１８日（金）２３０１回（１１月第３例会） 

26日  社本 太郎君・富志さん 

28日  高木  修君・洋子さん 

アテンダンス表彰 

３ヶ年   速水 敬志君 

 〃    加藤 将人君 

先週の記録 

会長挨拶       会長  伊藤  純君

本日は劇団式による「リトルマーメイド」の観劇

家族会に多数のご参加を頂き有難うございます。

またこの後、札幌かに本家にておいしい食事会が

待っています。設営準備に対して親睦委員会に対

して御苦労様でした。

少しお時間がある様ですので、一言挨拶させて頂

きます。

先々週になりますが、ワールドフードフェスティ

バルには岡本君が出店して頂き、今回で 4回目と
なりますが認知度も上がり大勢の参加者、来場者

があり中々の盛り上がりがありました。

先週の地区大会については春日井クラブからの参

加者が少なく残念でした。若い会員の方（3 年未
満）はたしか出席義務になっていた様に記憶して

います。

地区大会には国際ロータリー会長代理、ガバナー

地区役員等々のお話を直接聞く事によってロータ

リーの理解が深まると思います。

来週 20日には東尾張分区の IMが「名鉄犬山ホテ
ル」にて計画されています。この分区は瀬戸から

犬山まで 12 クラブで構成されています。近隣と
の交流や様々な計画が用意されています。

クラブとしては貸切バスも用意していますので、

是非多数のご参加を宜しくお願い致します。

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



幹事報告       幹事  成瀬 浩康君 

お知らせ 

＊ 2019－20年度 ガバナーノミニーに岩倉ＲＣ 

＊ の現会長の伊藤靖祐君が選出されました。 

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）１月２３日（水） 

   ＲＣ 大須大茶会の為 大須観音

名古屋名北 １１月 23日（水）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）17：30 

   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 

江    南

ＲＣ

１１月24日（水） １１月23<水） 

植樹事業のため すいとぴあ江南 

◎ビジター紹介   会長  伊藤  純君

○名古屋ＲＣ    大澤 和宏君 

出席報告 委員長 大橋 省吾君 

会員 61名 欠席 30名 出席率 51.7% 

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 

○家族会に参加して。 

青山 博徳君  藤川 誠二君  伊藤  純君 

加藤久仁明君  加藤 宗生君  河村 哲也君 

川瀬 治通君  貴田 永克君  北  健司君 

成瀬 浩康君  野浪 正毅君  小川 茂徳君 

小川  長君  大原 泰昭君  古屋 義夫君 

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  長谷川英輝君 

社本 太郎君  芝田 貴之君  下田 育雄君 

杉山 考明君  宅間 秀順君  杤本 正樹君 

梅村  守君  和田 了司君  屋嘉比良夫君 

速水 敬志君 

福祉のつどい 

（福祉のつどい助成金寄付） 

家族会風景 

   名古屋四季劇場 リトルマーメード 



例会～家族食事会（かに本家） 




