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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      会長    川瀬 治通君 

・ROTARY SONG 「我等の生業」 

・今月の歌   「雪の降る街を」 

・ビジター紹介   会長    川瀬 治通君  

・食事・歓談    

・委員会報告 

・祝福 

・卓話   ガバナー補佐    加藤久仁明君 

・幹事報告          幹事    古屋 義夫君 

・点 鐘       会長      川瀬 治通君 

今月の歌 

「雪の降る街を」 

    雪の降る街を  雪の降る街を 

    思い出だけが  通り過ぎてゆく 

雪の降る街を 

遠い国から   おちてくる 

この想い出を  この想い出を 

いつの日か包まん 

あたたかき幸福の ほほえみ 

今月の祝福 

会員誕生 

3日 加藤 宗生君 

13日 芝田 貴之君 

17日 場々大刀雄君 

21日 風岡 保広君 

26日 野浪 正毅君 

結婚記念日 

２４日 野田 勇君 

２０１８年1２月１４日（金）２３８９回（１２月第２例会） 

夫人誕生日 

11日 芝田 貴之君・美奈さん 

30日 松尾 隆徳君・節子さん 

アテンダンス表彰  

20ヶ年    社本 太郎君 

先週の記録  

会長挨拶           会長 川瀬 治通君

「ロータリークラブの平等・対等と役職の年度交代制」 

ロータリークラブは平等・対等な人間の集まりで、

すべてのロータリアンは完全に平等・対等の立場

で、同じ権利と義務を有しています。すなわち、

会長も一般の会員も、理事もそうでない人も、チ

ャーターメンバーも先月入会した新会員も平等・

対等です。 

年度の役職は決して上下関係を示すものではあり

ません。会長はその年度の対外的なクラブの顔で

あり、クラブに対してはリーダー的な役割を担っ

ていますが、その年度が終われば一会員に戻りま

す。パスト会長がクラブのボス的存在になったり

長老になったりすることはなく、してはならない

ことです。 

しかし「親しき中にも礼儀あり」先輩ロータリア

ンに対しての気遣いは必要で、礼を失することが

あってはなりません。 

また、ロータリアンが有する権利/特典、すなわち、

クラブの例会はもちろん、日本中/世界中のロータ

リークラブの例会に出席できたり、奉仕活動を通

じて地域社会のため、世界平和のために役立つこ

とができたりすることも平等・対等です。そして、

例会への出席、奉仕活動への参加、会費の納入と



いった義務も平等・対等です。 

それでは、ロータリークラブと地区や国際ロータ

リーとの関係はどうでしょう。各ロータリークラ

ブは国際ロータリーの定款・細則を順守すれば、

それぞれ独立性を有し自治権を持ちます。地区は

各ロータリークラブの活動を助けることが目的で

すから、上下関係にはありません。国際ロータリ

ーも、各ロータリークラブに対していかなる奉仕

活動においても積極的に命令する権限を持ってお

らず、上下関係にはありません。しかし、各クラ

ブは地区や国際ロータリーから出される指導と助

言について謙虚に受け入れる姿勢を持たねばなり

ません。 

さて、関連することとして「役職の年度交代制」

について話したいと思います。ロータリアンの役

職は毎年度で交代します。これは、マンネリ化を

防ぐとともに、各ロータリアンがその年度にその

役職においてその人らしい活動をしてくれること

を期待しているからです。ここはこうした方が良

い、これはちょっと…と感じたことがあったら、

自分が担当委員会に配属された時にどんどん変え

てみてください。さらに良いクラブになることと

思います。 

「役職の年度交代制」はロータリークラブを良く

していくための制度です。今年度配属された委員

会で皆さんの個性を生かし、より良いクラブにす

るためにアイデアを出し合い活動していただける

ことを期待しています。 

幹事所感                幹事 古屋 義夫君

(年次総会について) 

年次総会は毎年度12月の第1例会日に開催され次

年度の役員および理事の選挙が行われるものです。

(細則 5条第 1節) 

また年次総会については必要な定足数も厳格に規

定されています。 

川瀬会長からも議事中に報告がございましたが

12月年次総会はこの定足数を完全に満たし有効

に成立いたしましたのでご報告させていただきま

す。(細則 5条第 3節) 

また12月14日の卓話は春日井RCよりガバナー補

佐として地区に輩出され活躍されております加藤

久仁明くんの卓話です。そして加藤くんは地区事

業として 2019 年 2月に IMを開催をいたします。 

またその節には春日井 RCがホストクラブを担い

お手伝いをさせて頂きますのでそのお話が具体的

に聞けるのではないかと思います。 

IM とはロータリー用語 Intercity Meeting：イン

ターシティー・ミーティングの頭文字であり近隣

都市の複数のクラブで実施する都市連合会のこと

です。  

クラブ会員は基本的に全員参加となります。  

また IMの大切な目的は会員相互の親睦と知識を

広めることであります。またさらに会員にさまざ

まなロータリー情報を伝え奉仕の理想を勉強する

ために開催されるものです。 

難解な用語が多い RCですが私も IMの用語の意味

とその意義がちょっとだけ理解出来たような気が

いたします。 

第６回理事会議事録 

第１号議案：開始貸借対照表・11月度収支の件 

      可決承認されました 

第 2号議案：50周年記念事業 会員負担金につい

て 1人あたり 3万円の徴収と決まり

ました

第 3号議案：2019-20 年度 理事役員人事の件

      別添添付の如く可決承認されました 

第 4号議案：クリスマス家族会の件

      進行・アトラクション内容とも承認

されました 

第 5号議案：IM全員登録について

      全員登録 1万円可決承認されました 

第６号議案：戦略委員会設置について

      次月理事会に継続審議となりました。 

２０１９～２０２０年度 春日井 RC 理事・役員 

理事・役員  北 健司   会 長 

理事・役員  加藤久仁明  副会長（兼ＳＡＡ） 

理事・役員  伊藤 一裕   副会長 

役 員    和田 了司   会長エレクト 

役 員    青山 博徳   幹 事 

役 員    杤本 正樹   副幹事 

役 員    西尾 隆吏   会 計 

理 事    宅間 秀順   クラブ奉仕 

理 事    芝田 貴之   職業奉仕 

理 事    大原 泰昭   国際奉仕 

理 事    速水 敬志   社会奉仕 

理 事    小柳出和文   青少年奉仕 

役 員    岡本 博貴   親睦活動 

役 員    古屋 義夫   プログラム 

役 員    小川 茂徳   ロータリー財団 

役 員    川瀬 治通   直前会長 

◎例会変更のおしらせ 

◎例会休会のおしらせ 

名古屋城北ＲＣ    １２月２５日（火）休会 

愛知長久手ＲＣ    １２月２５日（火）休会 

小牧ＲＣ       １２月２６日（水）休会 

名古屋大須 12 月 27 日（木）

Ｒ  Ｃ みそか例会の為 名古屋大須RC事務局 



瀬戸ＲＣ       １２月２６日（水）休会 

尾張旭ＲＣ      １２月２８日（金）休会 

津島ＲＣ       １２月２８日（金）休会 

出席報告 委員長 小柳出 和文君 

会員 55 名 欠席 21 名 出席率 61.8% 

先々週の修正出席 休会 休会 

ニコボックス報告    委員長   藤川 誠二君

〇多文化共生フェスティバルへのご協力，観劇例

会への参加，ありがとうございました。 

川瀬 治通君   

〇在籍５０周年，表彰を RI会長から頂きました。            

早川 八郎君 

〇親睦委員会の皆様，キュリオス楽しませて頂き

ました。           岡田 義邦君 

○ロータリーデー ご協力有難うございました。            

青山 博徳君 

○風邪をひかぬように！     近藤 太門君   

○年次総会よろしくお願いします。 

稲垣 勝彦君  梅村  守君  大橋 省吾君  

大原 泰昭君  小川  長君  岡本 博貴君  

加藤久仁明君  加藤  茂君  加藤 宗生君  

北  健司君  貴田 永克君  清水  勲君  

下田 育雄君  社本 太郎君  宅間 秀順君  

杤本 正樹君  友松 英樹君  内藤 修久君  

長曽 篤志君  成瀬 浩康君  新美 治男君  

西尾 隆吏君  速水 敬志君  藤川 誠二君   

古屋 義夫君  三上  努君  屋嘉比良夫君  

山田  治君  和田 了司君 

○ご協力ありがとうございます。

ニコボックス委員会 

川瀬 治通会長 点鐘 

川瀬 治通会長 挨拶 

年次総会 人事案発表 

年次総会 50 周年特別徴収承認 



次年度会長 北 健司君 挨拶 

次年度副会長（兼ＳＡＡ）加藤 久仁明君 

次年度会長エレクト 和田 了司君 

次年度幹事 青山 博徳君 

次年度副幹事 栃本 正樹君 

幹事報告 古屋 義夫君 


