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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 家       「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

・新年例会 

・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

こんばんは、今日は家族会ですので、ロータリー

のお話を少しさせて頂きます。

会長の任期は、今年の 7 月 1 日～来年の 6 月 30
日までです。

春日井ロータリーの創立から今年で 48 年目にな

ります。

クラブとして、毎週金曜日の例会の他に、様々な

行事がありました。

今までの主な行事を振り返ると、ウェスティン名

古屋キャッスルでは地区大会、名鉄犬山ホテルに

て東尾張分区 IM がありました。

グランドティアラでは、春日井RC、空港RC、城

北 RC、3 クラブ合同によるガバナー公式訪問が

ありました。家族会として秋に劇団四季によるリ

トルマーメード、本日ここホテルプラザ勝川にて

クリスマス家族会が多数の参加を得まして、盛大

に行われています。

まだ来年の６月まで引き締めてやっていきたいと

２０１７年１月１３日（金）２３０６回（１月第１例会） 

思います。

皆様引き続き、ご協力を宜しくお願い致します。

幹事報告       幹事  成瀬 浩康君

お知らせ 

＊次年度、地区への出向委員選出のお願い 

＊事務局の年末年始休暇： 

12月 29日（木）～1月9日（祝） 

次週予告 

＊1月13日：新年祝賀例会   18時より 

     祝言「高砂」   北 健司君 

＊理事役員会：17時00分     若草  

 尚、クラブ協議会は1月20日です  

今年一年ありがとうございました。 

良いお年をお迎えください。  

◎例会変更のお知らせ 

名 古 屋 空 港 １月１６日（月）１月１６日（月） 

   ＲＣ 夜間例会の為キャッスルプラザ 

岩 倉 １月１７日（火）１月１７日（火）12.30 

   ＲＣ 職場例会の為 給食センター 

名 古 屋 葵 １月１９日（木）１月１９日（木）8.00 

   ＲＣ 職場例会の為  

◎ビジター紹介    会長 伊藤  純君

○名古屋空港ＲＣ   北園 守生君

出席報告 委員長 大橋 省吾君 

会員 61名 欠席 24 名 出席率60.7% 

先々週の修正出席 欠席2名 出席率96.7% 

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



ニコボックス報告    委員長   速水 敬志君

○家族会お楽しみください。   伊藤  純君

○この度の叙勲、金婚式、本当にありがとうござ

います。            松尾 隆徳君

○松尾隆徳君、旭日小綬章おめでとうございます。

清水  勲君

○古希ありがとうございます。今回は楽しませて

頂きます。親睦の皆様ありがとう。和田 了司君

○古希の慶祝ありがとうございます。

社本 太郎君

○クリスマス家族会開催ありがとうございます。

本日は楽しみたいと思いますのでヨロシク！！                 

古屋 義夫君

○初めてのクリスマス会、楽しませて頂きます。

よろしくお願い致します。    下田 育雄君

○頑張って設営します。     芝田 貴之君 

○サンタのピカチュー捕まえました。

                杤本 正樹君 

○孫たちが楽しみに大勢参加させていただきます。             

宅間 秀順君

○クリスマス楽しみましょう。  近藤 太門君

○クリスマス家族会。楽しんでください。

岡嶋 良樹君

○来年は年男。良き年になりますように。

青山 博徳君

○大変いいことがありました。  山田  治君

○クリスマス家族会に参加して。 小川  長君 

○メイク UPに来ました。     小川寿喜子君

○いつもありがとうございます。 大橋 省吾君

○クリスマス家族会を楽しみに。親睦のみなさま、

ありがとうございます。

加藤久仁明君  成瀬 浩康君  蓮野 美廣君  

野浪 正毅君  屋嘉比良夫君  長谷川英輝君

加藤 宗生君  川瀬 治通君  伊藤 正之君

高木  修君  杉山 孝明君  近藤 秀樹君  

小野寺 誠君  志水ひろみ君  貴田 永克君  

河村 哲也君  梅村  守君  名畑  豊君     

北  健司君  大原 泰昭君  小柳出和文君

○ご協力ありがとうございます。

ニコボックス委員会

次期会長 幹事 挨拶

松尾 隆徳君 旭日小綬章 金婚式 お祝い 

慶祝の皆様 

クリスマス家族会風景 






