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本日のプログラム

司会   大橋 省吾君

・点 鐘            近藤 太門君 

・国 家      「君が代」 

・ROTARY SONG 「我等の生業」   

・ビジター紹介         近藤 太門君

・食事・歓談

・委員会報告

・会長挨拶           近藤 太門君

・本日の行事   クラブフォーラム

・幹事報告           加藤 宗生君 

・点 鐘            近藤 太門君 

先週の記録 

会長挨拶      会長  伊藤  純君 

皆さんこんばんは。最終の例会を、お食事の美味

しい「川由」にて会場設営をして頂き、有難うご

ざいます。また本日は、長年に渡り事務局を勤め

てもらいました志水陽子さんの送別会も兼ねてい

ますので、席を移動してお話して下さい。昨年の

７月から今月まで色々な事業を行ってきました。

理事会、役員会、委員長さんのお世話になりなが

ら1年やってこれました。及第点を頂けるか分か

りませんが、皆さんのご協力に感謝しております。

１年間有難うございました。それから、昨日は春

日井カントリークラブにて、親睦ゴルフコンペを

行ってきました。本日欠席の加藤久仁君が優勝し

て、私は少し遠慮しましてビリでした。コンペに

は宅間さんより差入れも頂き、有難うございまし

た。３組１２名にて、天候にも恵まれまして楽し

い一日を過ごす事が出来ました。 

２０１７年７月７日（金）２３２９回（７月第１例会）

幹事報告       幹事  成瀬 浩康君 

第５回持回り理事役員会 

＊藪下 武尚君退会の件 

次週予告 

＊6月30日：休会 （定款8-1） 

次週予告 

＊7月7日：クラブフォーラム 

    入会式 稲垣 勝彦君   

理事役員会 11時 30分 若草 

  クラブ協議会13時 30分 

◎例会変更のお知らせ

羽 島 7月18日（火）７月16日（日）7:40～ 

Ｒ Ｃ 早朝例会の為 

名古屋空港 ７月24日（月） 7月17日（月・祝） 

Ｒ Ｃ ＩＡＣ年次大会の為 

名古屋城北 ７月18日（火） 7月17日（月･祝） 

 Ｒ Ｃ ＩＡＣ年次大会の為  

◎例会休会のお知らせ

○名古屋栄ＲＣ   ７月１７日（月）は休会 

○愛知長久手ＲＣ  ７月１８日（火）は休会 

○瀬戸北ＲＣ ７月１８日（火）は休会

◎例会時間の変更のお知らせ 

○大府ＲＣ  金曜日12：30～13：30 

       変更前13：00～14：00 

会      長 ：近藤  太門 例 会 日 ：金曜日 12:30～13:30 

副  会  長 ：加藤 久仁明 例 会 場 ：ホテルプラザ勝川 

副  会  長 ：野浪  正毅 事 務 局 ：春日井市鳥居松町5-45 

幹      事 ：加藤  宗生  Ｔ Ｅ Ｌ ：（0568）81-8498 

会報委員長 ：古屋  義夫 Ｆ Ａ Ｘ ：（0568）82-0265 

   Ｅ- mail ：Ksgi-rc@gaea.ocn.ne.jp 



出席報告 委員長 大橋 省吾君 

会員 58 名 欠席 30 名 出席率 48.2％ 

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 

○一年間ありがとうございました。伊藤  純君

○皆様のご協力のおかげで 1 年間、職を全うでき

ました。ありがとうございました。成瀬 浩康君

○志水さん永年、本当にご苦労様でした。伊藤純

会長ご苦労様。         松尾 隆徳君

○今期も皆出席できました。すべてに感謝です。

                屋嘉比良夫君

○1 年間お世話になりました。  社本 太郎君

○今年度最後の例会ご苦労様でした。

                近藤 太門君

○1 年間ありがとうございました。杤本 正樹君

○1 年間ありがとうございました。大橋 省吾君

○休みがちですみません。    芝田 貴之君

○1 年間役員の皆様ご苦労様でした。

                清水  勲君

○IDM 楽しんでください。    岡嶋 良樹君

○さあ！7 月からもがんばるぞ！ 青山 博徳君

○1 年間ありがとうございました。近藤 秀樹君

○今年 1 年ありがとうございました。

                古屋 義夫君

○よろしくお願いします。    藤川 誠二君

○2016～2017 お疲れさまでした。ありがとうご

ざいます。           大原 泰昭君

○1 年間ありがとうございました。来年もよろし

くお願いします。        下田 育雄君

○委員会メンバー皆様、1 年間ありがとうござい

ました。会員の皆様、1 年間ご協力ありがとうご

ざいました。          速水 敬志君

○1 年間ありがとうございました。

野浪 正毅君  日比 雄将君  名畑  豊君

川瀬 治通君  加藤 宗生君  北  健司君

梅村  守君  小川  長君  

○1 年間ご協力ありがとうございました。

ニコボックス委員会

IDM 風景 






