
ロータリー財団月間

１１月１１日（土） １１月２４日（金） １２月１日（金） １２月８日（金） 

福祉のつどい（福祉センター） 祝福 第６回理事役員会 11：30～ 祝福

11 月 17 日（金）例会変更 卓話 Ｒ財団 加藤浩一君 年次総会 セブ報告

例

会

予

定 ビジター地区 鋤柄喜彦君 13:30～50 周年実行委員会

ホームページ：http://www.kasugai-rc.jp     E-mail：ksgi-rc@gaea.ocn.ne.jp

春日井ロータリークラブ 

2017～2018年度 WEEKLY REPORT 
クラブテーマ 

ふれあい緑道

本日のプログラム 

インターシティ ミーティング

・点鐘

・国歌      「君が代」 

・RORTARY SONG 「奉仕の理想」 

・開会の言葉 

・歓迎の言葉 

・来賓特別出席者紹介･ならびに参加クラブ紹介 

・主催者挨拶 

・来賓挨拶 

・基調講演「私の実践ロータリー」 

      公益財団法人米山記念奨学会 

          理事長 小沢 一彦氏 

・次年度ガバナー補佐紹介 

・次年度ガバナー補佐挨拶 

・次年度ホストクラブ挨拶 

・閉会の言葉 

先週の記録   

幹事報告       幹事  加藤 宗生君 

◇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（会長・幹事のみ）

 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（会員）

  １０時 ウェスティンナゴヤキャッスル

２０１７年１１月４日（土）２３４４回（１１月第１例会）

◎例会変更のお知らせ

名 古 屋 千 種 11月21日（火）→11月19日（日） 

Ｒ Ｃ 地区大会の為 ナゴヤキャッスル  

愛 知 長 久 手 11月21日（火）→11月19日（日）

Ｒ Ｃ 地区大会の為 ナゴヤキャッスル  

名 古 屋 清 須 11月14日（火）→11月19日（日） 

Ｒ Ｃ 地区大会の為 ナゴヤキャッスル  

名 古 屋 城 北 11月21日（火）→11月19日（日） 

Ｒ Ｃ 地区大会の為 ナゴヤキャッスル 

岩 倉 11月21日（火）→11月19日（日） 

Ｒ Ｃ 地区大会の為 ナゴヤキャッスル 

名 古 屋 11月16日（木）→11月19日（日） 

Ｒ Ｃ 地区大会の為 ナゴヤキャッスル 

出席報告 委員長 梅村  守君 

会員 53名 欠席37名 出席率30.1％ 

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

○ガバナー公式訪問。     近藤 太門君 

○ガバナーと会談できた喜びで。加藤 宗生君 

○インターアクト年次大会では、お世話に 

なりました。        青山 博徳君 

○ガバナー公式訪問に。    古屋 義夫君 

○大橋工務店さん、自宅のサッシの取り替え 

ありがとうございました。  下田 育雄君 

○幼保連携型認定こども園、中央大和幼稚園 

の改修工事の入札が無事終りました。 

小川  長君 

○春日井祭りでSKE48観ました。杤本 正樹君 

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 
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○ガバナー公式訪問に出席して。 

大橋 省吾君 川瀨 冶通君  加藤久仁明君  

社本 太郎君 中川  健君   成瀬 浩康君 

屋嘉比良夫君 清水  勲君  稲垣 勝彦君

○ご協力ありがとうございます。 

ニコボックス委員会一同 

卓話 

ガバナー 神野 重行君 

私は寒さにめっぽう強くて、金沢にいた時もコー

トは雪よけ以外には使用することもありませんで

した。実際には私の色は黒いのですが、ニックネ

ームは「しろくま」になりました。

話は飛びますが、2017-18RI 会長は私とおなじ歳

でありますが、RI で購入した半袖の薄っぺらい

＄150 もするポロシャツ一枚で、エネルギッシュ

に活動をされていました。

私も「しろくま」でありますので、全然寒くあり

ませんでしたが、日本から参加した同胞は皆ポロ

シャツの上にセーターを着用し、その上にジャケ

ットを着ても、かなりの方が風邪をおひきになり

ました。

また、実際の私と「しろくま」の違いは、「温厚な

紳士」である私に対して「しろくま」はめっぽう

「凶暴」であるらしいということです。ロータリ

ーの友 7 月号の記事である「ガバナーの横顔」に

も「紳士は白くま？牛？」と書かれていて、ちょ

っと不本意でありましたので、ロータリーの友の

編集部に尋ねたところ「目立って良いじゃないか」

と言われてしまいました。目立てば良いというの

も如何なものでしょうか？

何はともあれ、私は「しろくま」とは違い非常に

温厚で大人しいので、先程会長と幹事の皆様と懇

談会をさせていただきましたが、「指導」とかでは

なく皆さまと和やかにお話をさせて頂いただきま

した。

今年度の RI のテーマは「ロータリー：変化をも

たらす」ということであります。私たちはロータ

リーを通して世界中に変化をもたらしているので

す。我々が積極的にロータリーに参加すればする

ほど、ロータリーは私たちにも変化をもたらして

くれます。そして 2017-18 年度の地区方針は「今

日からのロータリーを楽しもう」であります。

誤解の無いように申し上げるならば「昨日までの

ロータリー活動がつまらなかった」ということで

は決してありません。

私どもロータリアンは、まず自ら行動することに

よってロータリー活動の意義、楽しさを感じるこ

とが非常に大切です。それは自らを変え、周りを

変えていく力になることでしょう。

名古屋空港ロータリークラブ会長挨拶 

 稲吉 將秀君 

本日は神野重行ガバナーをはじめ３名の地区役員

の方々をお迎えして、春日井ＲＣ・名古屋城北Ｒ

Ｃそしてホストクラブである当名古屋空港ＲＣの

３ＲＣ合同のガバナー公式訪問例会です。

先程、当ホテルの福の間において神野ガバナーは

じめ３名の地区役員の方々と３ＲＣの会長・幹事

が集まり懇談会が開催されました。大変有意義な

話し合いが行われました。詳細につきましては本

日は時間の関係もありますので、後日、会員の皆

様には会長挨拶等でご紹介させて頂きます。さて

ＲＩ第２７６０地区２０１７～２０１８年度の地

区方針は神野ガバナーが掲げられた「今日からの

ロータリーを楽しもう」です。すでにこの主旨に

つきましては当クラブのみならず各クラブ共に例

会等々でお話をされていると思いますが、今一度

私の認識についてお話をさせて頂くならば日々の

ロータリー活動や例会で会員の皆と話すのが面白

くて笑顔が絶えない。会うのが楽しみで仕方がな

い。という事も退会防止の意味においては大変重

要だと思い大切だと思います。しかし、もう一つ

望まれているのが、ロータリアン一人一人が向上

意欲をもってロータリーの事業や奉仕活動をする

事によって地域社会や世界の人々に喜んで頂ける

事を自身の楽しみにして欲しい。そして１０年先

２０年先も輝き続け発展し続けるロータリーであ

ってほしい。との願いではないかと思います。

これを受けて当クラブの今年度のテーマを「輝く

ロータリー活動の実践」とさせて頂きました。素

晴らしい活動を見たり聞いたりするだけでなく皆

で実践して感じて頂きたい。という願いからです。

本日は神野ガバナーから直接、地区方針やガバナ

ーの熱き思いとご指導を賜れる事を大いに楽しみ

にしている事をご報告し私の挨拶とさせて頂きま

す。ありがとうございました。

歓迎挨拶  

名古屋城北ＲＣ会長 奥村 勝彦 

皆さんこんにちは。本日は 3クラブ合同のガバ

ナー公式訪問です。神野ガバナーよりご指導のお

話を後ほど頂く予定です。昨日から台風と選挙で

慌ただしく、今日も台風の影響が心配されました

が、無事通過して良かったです。11時半より会長

幹事懇談会が既に開催されました。その中で色々

とご指導いただき、ガバナー方針が徐々にわかっ

て参りましたから、方針に少しでも沿えるよう努

力し、クラブ運営の参考にしたいと思っています。 

本日は神野ガバナーはじめ加藤地区幹事、小酒井

地区副幹事においでいただき、誠にありがとうご

ざいました。どうぞよろしくお願いいたします。 



卓話  神野 重行ガバナー 

歓迎挨拶 名古屋城北ＲＣ 奥村 勝彦君 

会長挨拶 名古屋空港ＲＣ 稲吉 將秀君 

幹事報告 春日井ＲＣ 加藤 宗生君 

お礼の言葉 春日井ＲＣ 近藤 太門君 

ガバナー公式訪問 例会風景 




