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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 

・ROTARY SONG 「日も風も星も」 

・今月の歌   「夕焼 小焼」 

・ビジター紹介    会長   川瀬 治通君 

・食事・歓談    

・委員会報告 

・会長挨拶      会長    川瀬 治通君 

・ＷＦＦ 

・幹事報告            幹事   古屋 義夫君 

・点 鐘         会長     川瀬 治通君 

今月の歌 

「夕焼 小焼」 

夕焼小焼で   日が暮れて 

    山のお寺の    鐘がなる 

    お手々つないで  皆かえろ 

    烏と一緒に    帰りましょう 

       先週の記録  

幹事所感         幹事  古屋 義夫君 

春日井ロータリークラブの新たなチャレンジとし

て”ドネーション”のご協力方法についての選択肢

を増やしました。これは既にスタートしております

ので、ご理解頂いているとは思いますが再度、ご説

明申し上げたいと思います。 

まず従前のシステムとの違いを列挙いたします。 

(旧システム) 

従前は例会時に”カゴ”を廻してその中に現金でド

ネーションを入れておりました。 

(新システム) 

①事前にご承認戴いたドネーション額を東濃信金の

各メンバー固有の口座より振替いたします。 

２０１８年１０月２７日（土）２３８４回（１０月第３例会）

(口座名義以外でのドネーションをご要望の方につ

きましては春日井ロータリークラブの銀行口座にお

振込をお願いしています) 

(新システムのメリット) 

①ドネーションの金額等のプライバシーや匿名性が

保持できる。 

②例会出席者にのみドネーションのご協力をお願い

する事とは違い例会に出席出来なかったメンバーも

ドネーションに協力が可能になる。 

③ドネーション金額が明確になるので寄付金として

経費処理する事が可能となる。 

その他にもいろいろメリットは考えられますが上記

① ③のメリットが大きいのではと考えています。

またこのシステムを導入してから春日井ロータリー

クラブの義援金等の地区への協力金額につきまして

はRI 2760地区平均の約4 5倍にもなっています。 

メンバーの皆様、常日頃より多大なるご協力ご支援

を頂き誠にありがとうございます。 

この場をお借りいたしまして御礼を申し上げます。 

◎例会変更のお知らせ

出席報告 委員長 小柳出 和文君 

会員 55 名 欠席 19 名 出席率65.4% 

先々週の修正出席  欠席 3名 出席率94.3% 

愛 知 長 久 手 11 月 6 日（火）→11 月 11 日（日）

Ｒ  Ｃ 地区大会の為 蒲郡市民会館 

名 古 屋 大 須 11 月 8 日（木）→11 月 11 日（日）

Ｒ  Ｃ 地区大会の為 蒲郡市民会館  

尾 張 旭 1１月 9 日（金）→11 月 11 日（日）

Ｒ  Ｃ 地区大会の為 蒲郡市民会館 



ニコボックス報告    委員長 藤川 誠二君 

〇本日は宜しくお願いします。 

 瀬戸ロータリークラブ     鈴木 政成君  

勝谷 哲次君  

小林  稔君 山内 敏也君 加藤 克弘君  

吉田  弘君 

〇瀬戸ロータリーの皆様，ケローナ青年大使，よ

うこそおいで下さいました。   川瀬 治通君 

加藤久仁明君 加藤  茂君 古屋 義夫君 

〇ミスケローナはじめ多くの方をお迎えして              

岡田 義邦君 

〇ミスケローナ，オリビアさん，お付添のダイア

ナさんをお迎えして       松尾 隆徳君 

〇祝福の皆様に。                          

伊藤 正之君 

〇１１月１７日のロータリーデーイベントまでひ

と月を切りました。よろしくお願いします。

社本 太郎君 

〇ロータリーデーのチラシご協力ください。  

 青山 博徳君 

〇９月上旬より始まった運動会も先週やっと終了

しました。         小川  長君 

〇岡本くんの新店，春日井駅前のラーメン屋丸岡

商店に伺いました。ごちそうさまでした。 

下田 育雄君 

〇瀬戸ロータリー，ケローナの皆様，をお迎えし

て。祝福の皆様へ。 

足立 治夫君  稲垣 勝彦君  梅村  守君  

大橋 省吾君  大原 泰昭君  加藤 宗生君  

北  健司君  貴田 永克君  芝田 貴之君  

清水  勲君  宅間 秀順君  杤本 正樹君  

友松 英樹君  内藤 修久君  中川  健君 

成瀬 浩康君  西尾 隆吏君  藤川 誠二君  

三上  努君  屋嘉比良夫君  山田  治君 

ご挨拶 

ケローナ青年大使 オリビア・ソラーノ 

私は 2018 年のミスケローナ・レディ・オブ・ザ・

レイクのオリビア・ソラーノです。 ケローナプリ

ンセスのジェニファー・ワーナーはあいにく来日

できませんでしたが、皆様によろしくと申してお

りました。本日はロータリークラブの例会にお招

きいただきありがとうございます。私はケローナ

の代表として、年に一度の春日井まつりに来られ

たことを光栄に思っております。春日井とケロー

ナの絆を深めることは本当に重要な事であり、私

の滞在中にこの役目を果たせて嬉しいです。 

私はケローナ・セカンダリー・スクールの 12年生

(日本の高校 3年生)、全てのカリキュラムをフラ

ンス語で行うコースの学生です。学校ではグロー

バル・アウェアネスクラブ、卒業式実行委員会、

アドバンス・プレースメント・プログラム(高校に

在籍しながら大学の講義をうけるプログラム)、そ

して皆さんはご存知かもしれませんが、ロータリ

ーの傘下にあるケローナ・セカンダリースクー

ル・インターアクトクラブに貢献しています。学

外ではダンスをするのが好きで、特にバレエに熱

中しています。また、ケローナ総合病院でボラン

ティアもしています。ケローナ・レディ・オブ・

ザ・レイクのプログラムを通じて、私は自分を高

めるための機会を得ており、それは困難な大学に

挑戦する役に立っています。このレディ・オブ・

ザ・レイクの活動は、私のような女の子達が、強

くて自信のある人に変わる助けになっています。 

ケローナには四季があり、夏にはビーチで泳ぎ、

冬にはビッグホワイトでスキーを楽しむことがで

きます。ケローナにはとても美しいワイナリーと、

世界に誇れる果樹園がいくつもあります。ダウン

タウンには、美しい姉妹都市への敬意を込め春日

井ガーデンと呼ばれている庭園があります。誰も

が皆、何かを楽しめるケローナに皆様お越しいた

だけますよう願っております。 

長曽君 歓迎の言葉

ロータリー情報委員長 加藤茂 

 心から 新しい友人を歓迎いたします。会社や

若い時の友人は、賞味期限の切れたので、ここい

らで、買い替えたとして、ロータリーの会員、一

応職業。経歴、考え方に今までと少し違ったとこ

ろのある人と、おしゃべりしてみましょう。と言

うのもひとつの考え方と思いますが如何ですか？ 

川瀬 治通会長 点鐘 

お帰りなさい、岡田 義邦君 



ケローナ青年大使 オリビア・ソラーノさん

瀬戸ロータリークラブ 鈴木 政成君挨拶 

オリビア・ソラーノさん挨拶

通訳 パウエル祥子さん 

記念品贈呈 

長曽 篤志君 入会式 



長曽 篤志君 入会挨拶

祝福 会員誕生日 

祝福 結婚記念日 

卓話 50 周年記念式典実行委員長 社本 太郎君 

内容説明 記念事業委員長 青山 博徳君 

幹事報告 古屋 義夫君 


