
ロータリー財団月間

１１月２日（木） １１月４日（土） １１月１１日（土） １１月２４日（金） 

※１１月３日例会休会

（祝日の為）
ＩＭ（名鉄犬山ホテル） 福祉のつどい（福祉センター） 祝福

第５回理事役員会 18:00～ 11 月 10 日（金）例会変更 11 月 17 日（金）例会変更 ロータリー財団 卓話

例

会

予

定
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本日のプログラム 

司会 

名古屋空港ＲＣ 市川 孝君

・点鐘  名古屋空港ＲＣ会長 稲吉 將秀君      

・国歌       「君が代」 

・ROTARY SONG  「四つのテスト」 

・ビジター紹介名古屋空港ＲＣ 山北 秀和君 

・歓迎挨拶  名古屋城北ＲＣ 奥村 勝彦君 

・食事・歓談 

・会長挨拶  名古屋空港ＲＣ 稲吉 將秀君 

・委員会報告 

・幹事報告  春日井ＲＣ   加藤 宗生君 

       名古屋空港ＲＣ 松本 雅人君 

       名古屋城北ＲＣ 竹内 淑江君   

・出席報告  春日井ＲＣ   大橋 省吾君 

       名古屋空港ＲＣ 太田 威彦君 

       名古屋城北ＲＣ 後藤 訓美君 

・ニコボックス報告 

       春日井ＲＣ   杤本 正樹君  

       名古屋空港ＲＣ 国田武二郎君 

       名古屋城北ＲＣ 加藤 田鶴君 

・卓話   2760地区ガバナー 神野 重行君 

・お礼の言葉         近藤 太門君 

・点 鐘    名古屋空港RC 稲吉 將秀君 

       先週の記録   

幹事報告       幹事  加藤 宗生君 

◇１０月２３日（月） ガバナー公式訪問

１２時３０分キャッスルプラザ ネクタイ着用 

＜１０月２７日（金）例会変更＞

◇１１月 ２日（木）  

第５回理事役員会  １８時  若草

第３回クラブ協議会 １８時３０分 さくら

＜１１月３日（土）例会休会＞

２０１７年１０月２３日（月）２３４３回（１０月第４例会） 

◇１１月 ４日（土） 東尾張分区 IM 
  １５時 名鉄犬山ホテル

１３時３０分 ホテルプラザ勝川バス出発

＜１１月１０日（金）例会変更＞

◇１１月１１日（土） 福祉の集い 

９時３０分 総合福祉センター

ロータリージャンパー着用

＜１１月１７日（金）例会変更＞       

◇１１月１８日（土） 地区大会

 １５時 ウェスティンナゴヤキャッスル

◇１１月１９日（日） 地区大会

  １０時 ウェスティンナゴヤキャッスル

◎例会変更のお知らせ

愛 知 長 久 手 11月14日（火）→11月12日（日） 

Ｒ Ｃ 長久手市民まつりの為 長久手市役所 

羽 島
10月31日（火）→11月12日（日）

12：30～ 

Ｒ Ｃ 発表例会の為 なまず祭り   

名 古 屋 千 種 11月14日（火） 

Ｒ Ｃ 秋季家族例会の為   

出席報告 委員長 梅村  守君 

会員 53名 欠席21名 出席率60.3％ 

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  芝田 貴之君 

○ミスケローナ、春日井へおいで下さいました。

近藤 太門君

○卓話頑張ります。       和田 了司君 

○祝福を受けた喜びで。     岡田 義邦君 
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○祝福をいただいて。      伊藤 正之君 

○祝福ありがとうございます。  近藤 秀樹君 

○ケローナ御一行をお迎えして。 加藤  茂君 

○ミスケローナをお迎えして。  川瀬 治通君 

○ミスケローナの卓話楽しみに。 古屋 義夫君 

○ミスケローナ春日井 RCへようこそ。  

栃本 正樹君 

○おかげ様で無事菅町のモンシェルがオープンし

ました。            社本 太郎君 

○祝福の皆様おめでとうございます大原 泰昭君 

○祝福、ミスケローナ 卓話へ  小川  長君 

○祝福を受けられる方おめでとうございます。 

宅間 秀順君 

○祝福の皆さまおめでとう。   山田  治君 

○春日井まつり わいパクランド担当です。 

青山 博徳君 

○いつもありがとうございます。 大橋 省吾君 

○いつもありがとう。      下田 育雄君 

○金木犀が香る秋。ロータリーの森にも秋が来ま

した。             早川 八郎君 

○ようこそミスケローナ、祝福の皆様のお祝いと 

和田さんの卓話を楽しみにいています。 

足立 治夫君  伊藤 一裕君  梅村  守君

風岡 保広君  加藤 宗生君  加藤  茂君 

中川  健君  名畑  豊君  成瀬 浩康君 

野浪 正毅君  場々大刀雄君  屋嘉比良夫君

○ご協力ありがとうございます。 

ニコボックス委員会 

卓話

ミス･ケローナ・レディー・オブ・ザレイク・ 

ソサイエティ 青年大使 アレクサ・ルードさん 

ご出席の皆様にご挨拶申し上げます。私は、２０

１７年ミス・ケローナ・レディ・オブ・ザ・レイ

クの アレクサ・ルード です。ケローナを代表

して今週春日井に来ました。日本に来たのは初め

てで、ここにいることがいまだに信じられません。

私は生まれてからずっとケローナで育ちましたの

で、ケローナの姉妹都市に来られたことをとても

うれしく思います。両市がどのように友情を築い

てきたのかを見ることは特別なことです。私は、

ケローナセカンダリースクールの１２年生です。

学業の他に、ジャズバンドでトランペットを演奏

し、劇団にも入っています。芸術は私にとってと

ても大事なものであり、トランペットの他にもウ

クレレを演奏し、歌も歌っています。卒業後は、

バンクーバーのブリティッシュ・コロンビア大学

で芸術と教育の学位を取るつもりです。俳優にな

りたいとずっと思っていますが、それができなけ

れば高校で演劇の教師になりたいです。家族につ

いてですが、２歳年上の兄は、私が日本に行くの

をとてもうらやましがっていました。父と母は、

私の頼みを聞き、支えてくれる素晴らしい両親で

す。私は家族といつも一緒で、家族はレディ・オ

ブ・ザ・レイクになるときにもいつも私のそばに

いてくれました。これまでに出会った全ての人と

これから出会う人に感謝します。皆さんがとても

歓迎してくれ、安心できます。この経験をいただ

いたことに感謝申し上げます。また、大好きなケ

ローナを代表してここにいることを誇りに思いま

す。 

卓話 

               和田 了司君  

企業としての戸締りのお話をいたします。現代は

インターネット時代です。ホームページ検索でニ

ュースを見たり、調べ事をしたり、買い物をした

り。書籍を読んだり。経路をナビったり、電車の

時刻表を作成したり、ゲームをしたり、企業活動

においてもインターネットメールでコミュニケー

ションを図り・ホームページで広告をしたり、テ

レビ会議をしたり、業務用ソフトで納品書・請求

書を発行したり等でネットを利用しないで企業活

動をすることは至難のことです。しかしネット上

では 1日に何万というウイルスがハッカーによっ

て製造されメール・ホームページを媒体として、

またポートの攻撃による不正侵入により攻撃され

ております。それらによって自社の知的財産とも

いえる技術情報の盗難、各種のデータの改竄・流

失等が行われる被害が蔓延しています。ハードデ

ィクス上の見積データ・写真データ・売上データ

等が開かないデータに改ざんされる。知らぬ間に

ハードディスクのデータが盗み取られ、警察の指

摘で初めて気づくという実話。自分が被害者にな

るかもしれない恐怖ばかりではなく、知らず知ら

ずのうちに加害者にもなるかもしれないのが現実

です。自社のネットにはウイルスは流入されない、

ウイルスは流出しない。ハッキングされないネッ

トワーク環境を構築するということが、『ネット

の戸締り』です。 

会長挨拶 近藤 太門君



祝福 会員誕生 

祝福 結婚記念 

卓話 

ミス･ケローナ・レディー・オブ・ザレイク・ 

ソサイエティ 青年大使 アレクサ・ルードさん 

ジョアン・マックナイトさん 

卓話 和田 了司君 

例会風景 




