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ロータリー親睦活動月間

６月２３日（金） ６月３０日（金） ７月７日（金） ７月 14 日（金）

ＩＤＭ 休会定款６－１ 第１回理事役員会 祝福 

川由 １８:００～ 第１回クラブ協議会 クラブフォーラム

例

会

予

定 全員協議会・クラブフォーラム
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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 「奉仕の理想」

・今月の歌     「てんとう虫のサンバ」 

・ビジター紹介

・食事・歓談

・委員会報告

・祝福

・卓 話    自己紹介    野田  勇君

・卓 話            梅村  守君

・幹事報告           成瀬 浩康君 

・点 鐘            伊藤  純君 

今月の歌 

       てんとうむし虫のサンバ      

あなたと私が     夢の国 

森の小さな教会で   結婚式をあげました 

照れてるあなたに   虫たちが 

くちづけせよと    はやしたて 

そっとあなたは    くれました 

赤青黄色の      衣裳をつけた 

てんとう虫が     しゃしゃり出て 

サンバにあわせて   踊りだす 

愛する２人に     鳥たちも 

赤いリボンの     花かごと        

愛のくちづけ     くれました 

今月の祝福

会員誕生日

7日 杉山 考明君    8日 神田 寛司君

12日 大橋 完一君   13日加藤 久仁明君

結婚記念日

6日 中川  健君     

２０１７年６月１６日（金）２３２６回（６月第３例会） 

夫人誕生日

1日   大畑 一久君・三千代さん 

16日  小川 茂徳君・育代さん 

18日  藤川 誠二君・美由紀さん 

アテンダンス表彰 

16 ヶ年   社本 太郎君 

11 ヶ年   大畑 一久君 

3 ヶ年   大原 泰昭君 

3 ヶ年   近藤 秀樹君 

先週の記録 

会長挨拶       会長  伊藤  純君   

昨年7月から今月で1年間幹事さん、役員の皆さ

んのおかげで様々な事業を行ってきました。 

ひとつ心残りとしては、金曜から木曜に例会日の

変更を提案しましたが、実現出来なかった事です

が、日々のご協力有難う御座います。 

会員の皆さんには手間をお掛けしておりますが、

出席委員会による出欠の確認をする事により、食

事の無駄が少なくなった様に感じております。 

それから、対外的には親クラブの小牧R.C.子クラ

ブの空港R.C.城北R.C.東尾張分区、地区等の会に

はほぼ 100％出席してきました。活動実績として

報告させて頂きます。少し時間があるので、先日

7 日に東京帝国ホテルにて開催された、「イオン

全国テナント総会」についてお話致します。 

マイカルサティや、ダイエーを吸収して拡大した

イオングループは、全国に約450店舗、テナント

数約28000店舗を誇り、大規模なグループとなっ

ております。テナント会の会長400人程が、大宴

会場に集まる会がございましたが、イオングルー

プの勢いの凄さを感じた1日でした。 

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 

第４回持回り理事会 

下記の件は承認可決されました。 

＊志水陽子事務局員退職金の件 

６月２３日に支給します。 

地区行事 

＊7月 21日：次年度会員増強セミナー 

15 時 国際センター 

参加者 次期幹事・次期会員増強委員長 

＊7月 28日：次年度国際奉仕委員長会議 

15 時半 名鉄グランドホテル 

参加者 次期国際奉仕委員長 

＊8月 4日：地区ロータリー財団セミナー 

12 時 45分 名古屋東急ホテル 

参加者 会長・幹事・及び補助金事業担当    

者より 2名 

お知らせ 

＊次年度より名古屋城北ＲＣビジターフィーが 

 ３５００円から４０００円に改定されます。 

次週予告 

＊6月 16日： 卓話 野田 勇君・梅村 守君 

◎例会変更のお知らせ

名 古 屋 城 北 6月 27日（火）18：30～ 

ＲＣ 夜間例会の為   未定 

岩   倉 6月 27日（火）6月 24日（土）18：00～ 

ＲＣ 最終夜間例会の為 未定   

小   牧 6月 28 日（水） 時間未定     

ＲＣ 最終例会の為 小牧コミュニティーホテル 

◎例会休会のお知らせ

○羽島ＲＣ      ６月２７日（火）は休会

○名古屋千種ＲＣ   ６月２７日（火）は休会 

○名古屋名駅ＲＣ   ６月２８日（水）は休会 

○名古屋大須ＲＣ   ６月２９日（木）は休会 

○名古屋葵ＲＣ    ６月２９日（木）は休会 

○尾張旭ＲＣ     ６月３０日（金）は休会 

◎ビジター紹介       会長伊藤 純君

○名古屋大須ＲＣ       掘江 英弥君 

〃           杉本 忠夫君 

出席報告 委員長 大橋 省吾君 

会員 58 名 欠席 22 名 出席 62.0％ 

先々週の修正出席  欠席 2 名 出席率 96.5% 

ニコボックス報告    委員長   速水 敬志君 

○本日、地区大会のＰＲでお伺いいたします。 

名古屋大須ＲＣ  堀江 英弥君 杉本 忠夫君 

〇春日井市長をお迎えして。   伊藤  純君 

○市長のお話を聞く喜びで。   近藤 太門君 

○インターアクト年次大会。ご協力ください。 

青山 博徳君 

○市長さんの卓話、市政の勉強になります。 

貴田 永克君 

○今年初のトライアスロンに参加し、無事完走い

たしました。感謝。       藤川 誠二君 

〇市長さん。ご苦労様。身体を大事に頑張ってく

ださい。            松尾 隆徳君 

○市長の卓話を楽しみにしております。 

山田  治君  宅間 秀順君  伊藤 正之君  

加藤久仁明君  北  健司君  社本 太郎君 

屋嘉比良夫君  川瀬 治通君  風岡 保広君 

早川 八郎君  成瀬 浩康君  岡田 義邦君

小川  長君  清水  勲君  大原 泰昭君 

加藤  茂君  岡嶋 良樹君  加藤 宗生君

野浪 正毅君  和田 了司君  梅村  守君

岡本 博貴君  小柳出和文君  小野寺 誠君 

近藤 秀樹君 

○ご協力ありがとうございます。 

ニコボックス委員会

次年度 IM PR 名古屋大須 RC 堀江 英弥君 

卓話 春日井市長 伊藤 太氏 


