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祝福 休会（定款８－１） ＩＤＭ  18:30～ 

受付   18:00～ 

第２回 理事会 11：30～  

クラブフォーラム エルダンジュ 卓話 日比 雄将君
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“未来に向けて 帆を上げよう！”

会   長：川瀬治通 

副 会 長：和田了司 

幹   事：古屋義夫 

会報委員長：青山博徳

事務局：春日井市鳥居松町 5-45 

TEL : 0568-81-8498 FAX:0568-82-0265 

E-mail : ksgi-rc@gaea.ocn.ne.jp

ＨＰ : http://www.kasugai-rc.jp

例会場：ホテルプラザ勝川 例会日：金曜日 12:30-13:30 

本日のプログラム  

司会     会場委員会 

・点 鐘            川瀬 治通君 

・国歌       「君が代」 

・今月の歌   「われら日本のロータリアン」 

・ビジター紹介              川瀬 治通君 

 小牧ＲＣ会長        長尾 秀義君 

     幹事        山本 邦夫君 

 名古屋空港ＲＣ会長     山北 秀和君 

        幹事     安川 正勝君 

 名古屋城北ＲＣ会長     奥村 一憲君 

        幹事     岩田 貴子君 

・食事・歓談    

・委員会報告 

・会長挨拶          川瀬 治通君 

・入会式           西尾 隆吏君 

・全員協議会 

・クラブフォーラム 

・幹事報告                    古屋 義夫君 

・点 鐘                 川瀬 治通君 

「われら日本のロータリアンの歌」 

1．われら日本のロータリアン 

     一つの仕事をする時も  

     真心こめて考える 

     これは誠か真実か 

   2．われら日本のロータリアン 

     一つの奉仕をする時も 

     深くみつめて考える 

     これはみんなに公平か 

  先週の記録  

会長挨拶 会長 近藤 太門君

２０１８年７月６日（金）２３７２回（７月第１例会）

一年間、メンバーの皆さん、理事役員の方々、各

委員会の皆さんの暖かいご支援をありがとうござい

ました。本日おかげ様を持ちまして、今年度の最終 

例会を開催する事ができました。改めて感謝申し上

げます。今年度は年初より地区としての大きなイベ

ントがあり、又、セブ島での奨学生の選考問題もあ

り、台湾の東港ロータリークラブとの姉妹クラブの 

延長締結調印式、更にはセブロータリークラブメン

バーの皆さんの訪問を受けての接待、等々、地区、

分区、そして海外との行事もあり、何かと忙しい年

であったとおもいますが、どの行事にも各委員の皆

さんには大変にお世話をかけしましたが、無事に各

事業を終了する事ができました。この一年間、例会

等も含めて何とか無事に終了する事が出来ました事

こと改めて感謝申し上げます。

幹事報告         幹事  加藤 宗生君 

☆６月２９日 （金） 休会 定款 ８－１

☆７月 ６日 （金） 理事会  10時 30分～
第 1 回クラブ協議会

11時 15分～
例会 クラブフォーラム全員協議会 12時 30分～

◎例会変更のお知らせ

西     尾 7月17日（火）→7月14日（土）17：00～ 

Ｒ Ｃ 浴衣例会の為  

◎例会休会のお知らせ

名古屋空港ＲＣ     ７月１６日（月）休会 

名古屋栄ＲＣ      ７月１６日（月）休会 

岩倉ＲＣ        ７月１７日（火）休会 

名古屋千種ＲＣ     ７月１７日（火）休会 

名古屋城北ＲＣ     ７月１７日（火）休会 



出席報告 委員長 梅村  守君 

会員 54名 欠席 25名 出席率 53.7%

先々週の修正出席  欠席 5名 出席率 90.7% 

ニコボックス報告   委員長   芝田 貴之君 

○一年間大変お世話になりました。ありがとうご

ざいました。 近藤 太門君

○今年も皆出席できました。全てに感謝です合掌

屋嘉比良夫君

○理事役員の皆様ご苦労様でした。貴田 永克君

○一年間ありがとうございました。大原 泰昭君

○3年間大変お世話になりました。小野寺 誠君
○祝賀会の案内を配布させて頂きました。ありが

とうございます。 三上  努君

○IDMに参加して 
小川  長君 川瀬 治通君 古屋 義夫君

○近藤会長一年間お疲れ様でした。

足立 治夫君  青山 博徳君  梅村  守君

加藤久仁明君  加藤 宗生君  北  健司君

清水  勲君  社本 太郎君  下田 育雄君

高木  修君  友松 英樹君  速水 敬志君

山田  治君  和田 了司君

○ニコ BOX に快く、ご協力いただき誠にありが
とうございました。こころより厚く御礼申し上げ

ます。そして一年間支えて頂きました 2017－
2018二コボックス委員会、メンバーの杤本 正樹
君、稲垣 勝彦君、近藤 秀樹君、本当にありが

とうございました。お疲れ様でした。

委員長 芝田 貴之

○ご協力ありがとうございます。

           ニコボックス委員会一同

編集後記 

毎週、毎週、委員会メンバーとロータリークラブ

の事務局に集まり会報誌を作成していましたが素

晴らしいことに出席率は、ほぼ 100％です。
メンバーがどうしても出ることができない時には、

誰に言われることもなく自主的に事務局に来て独

りで作業をしてくださるメンバー。

本当に、どんな時でも何とか少し時間を割いて顔

を出してくださるメンバー。また家族の緊急事態

が発生した時さえも、活動日にはわざわざ事務局

に来て戴き皆に理由を説明してくださるメンバー。

そして特記すべきこと….事務局の石田くんに
我々メンバーは支えられて楽しく活動ができまし

たことにも深く感謝しなければならなくてはなり

ません。この委員会に集まってくださっているメ

ンバー全ての方が人間的に素晴らしくて、責任感

もあり私はロータリー活動の素晴らしさや醍醐味

を地味で誰にも注目されていないこの委員会で知

りました。１年間の間だけのクラブ会報、広報、

IT委員会でしたが、今更ながらですが思い返して

みても取り立てて楽しいイベントや想い出があっ

たわけではありません。しかし、ここに毎週のよ

うに集い共に時間を過ごした仲間との友情や信頼

は、大袈裟ではなく私達の生ある限り永久に続く

と信じます。また春日井ロータリークラブの皆様

には誤植やミスプリ等もあり大変ご迷惑をお掛け

致したと思いますが、何卒ロータリーの友情をも

ってお許し頂けますようにお願い申し上げます。

皆さん、本当にどうもありがとうございました。

そして、またこれからもよろしくお願いいたしま

す。

会報、広報、IT委員会委員長 古屋 義夫

会長挨拶 近藤 太門君

例会風景 

叙勲お礼 清水 勲君 



新旧会長幹事引継ぎ式 

皆出席賞 表彰 

ニコニコ賞 表彰 

退会式 記念品贈呈 

ＩＤＭ風景 
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