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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 

・国歌     「君が代」 

・ROTARY SONG 「我等の生業」 

・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 

・年次総会 

・幹事報告          幹事    古屋 義夫君 

・点 鐘       会長      川瀬 治通君 

先週の記録  

会長挨拶 

「観劇例会：シルク・ドゥ・ソレイユ」 

今年度の観劇例会は、会長の独断で大橋親睦委員

長に無理を言って「シルク・ドゥ・ソレイユ」に

していただきました。たくさんの皆様に参加して

いただき、ありがとうございました。近くに適当

な会場がなかったため、参加された会員やご家族

と食事をご一緒できず申し訳ありませんでした。

21日にはクリスマス家族会がありますので、そこ

でゆっくり親睦を深めましょう。 

さて、サーカス・エンターテイメントのシルク・

ドゥ・ソレイユ「キュリオス」を楽しんでいただ

けましたでしょうか。クリエイティブでエネルギ

ッシュなパフォーマンスは子供たちはもちろん、

大人も童心に帰って楽しめたのではないかと思い

ます。 

チケットの購入でお世話になった中川君、観劇募

集や準備、そして当日お世話いただいた大橋親睦

委員長と親睦委員の皆様に深く感謝しています。 

２０１８年1２月７日（金）２３８８回（１２月第１例会） 

２０１８年１２月１日（土）２３８７回（１１月第４例会） 

幹事所感

観劇例会に参加して 

キュリオス…とても良くできた舞台装置と鍛え抜

いた演者そして中世ヨーロッパの童話の世界のよ

うな不思議な世界観は確かに独特ですがキュリオ

スの魅力をつきつめ且つシンプルに表現するなら

ば要するに楽しいから…ではないでしょうか？ 

これはロータリーで行なっている奉仕活動も全く

同じ原理だと思います。 

いくら立派な奉仕活動でもロータリアンによる周

到な準備が必要である事は間違いありませんし明

らかに成功した事業に参画したロータリアン自身

も楽しい筈です。 

時間と費用を費やして行うならばロータリアンも

トコトン楽しんでロータリー活動をやるべきであ

ると思うし他に誇れる奉仕活動をやってロータリ

アン自身が心底エンジョイ出来る事がベストだと

思います。 

なかなかキュリオス深いですね。 

◎例会変更のおしらせ 

愛 知 長 久 手 12 月 11 日（火）→12 月 15 日（土）

Ｒ  Ｃ 年末家族会の為   

西 尾 12 月 11 日（火）→12 月 9日（日）

Ｒ  Ｃ クリスマス家族会の為 ヒルトン名古屋 

名 古 屋 名 東 12 月 11 日（火）18：00～

Ｒ  Ｃ 年末家族会の為 名古屋国際ホテル 



出席報告 委員長 小柳出 和文君 

会員 55 名 欠席 27 名 出席率 50.9% 

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

観劇家族会に参加して

稲垣 勝彦君  梅村   守君  大橋 省吾君  

大原 泰昭君  小川 茂徳君  小柳出和文君  

加藤久仁明君  加藤 宗生君  川瀬 治通君    

北  健司君  近藤 太門君    芝田 貴之君  

清水  勲君  社本 太郎君    宅間 秀順君     

杤本 正樹君   成瀬 浩康君   西尾 隆吏君    

野田  勇君  三上  努君  速水 敬志君  

古屋 義夫君  日比 雄将君   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 

「観劇例会：シルク・ドゥ・ユレイユ」 

12 月１日（土）、ご家族そろっての観劇会。みなさん、
楽しそうに過ごされました。 

小 牧 12 月 12 日（水）→12 月 15 日（土）

Ｒ  Ｃ 年末家族会の為 ナゴヤキャッスル 

瀬 戸 12 月 12 日（水）→12 月 9 日（日）

Ｒ  Ｃ 年末家族会の為  ストリングスホテル名古屋

名 古 屋 大 須 12 月 13 日（木）

Ｒ  Ｃ 家族忘年会の為 名古屋東急ホテル 

尾 張 旭 12 月 14 日（金）→12 月 8 日（土）

Ｒ  Ｃ 年忘れ家族会の為 

津 島 12 月 14 日（金）→12 月 15 日（土）

Ｒ  Ｃ
クリスマス家族会の為 ナゴヤキャッス

ル

名 古 屋 城 北 12 月 18 日（火）18：30～

Ｒ  Ｃ 年忘れ家族会の為 東急 REI 

名古屋宮の杜 12 月 20（木）

Ｒ  Ｃ クリスマス会の為 



２０１８年 1２月 1日（土）２３８７回（１１月第４例会）

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 「奉仕の理想」 

・ビジター紹介   会長    川瀬 治通君    

・委員会報告 

・会長挨拶     会長    川瀬 治通君 

・家族観劇例会   シルク・ドゥ・ソレイユ 

・幹事報告          幹事    古屋 義夫君 

・点 鐘       会長      川瀬 治通君 

先週の記録  

会長挨拶 

「かすがい多文化共生フェスティバル」

11 月 17 日に開催された「かすがい多文化共生

フェスティバル」、お疲れさまでした。週間天気予

報では土曜日だけが雨マークだったのでヤキモキ

しましたが、数日前から次第に予報が好転。会員

の思いが通じ、当日は朝からとても良い天気で胸

をなでおろしました。朝早くからの本部やポリオ

のブースの設営、8 時 30 分からの例会、9 時 30
分からのシンポジウム、1 時 30 分からのコンサー

ト、各団体のブースやワールド・フード・フェス

タの見回り、そして来賓の方の応対など、会員の

皆様は大変であったと思います。それでもクラブ

が一丸となり、イベントは成功裏に終了いたしま

した。ありがとうございました！

昨年 9 月の第 1 回 50 周年記念実行委員会から

記念事業についての協議が始まりました。当初は

「市内に住む外国の人が生活上困っていることに

対して支援できないか」という発案が、行政、公

共機関、市民団体などの賛同をいただき、「多文化

共生」というテーマのもとでこのような大きなイ

ベントになりました。

多文化共生の街づくりは、外国人市民によって

もたらされる文化的多様性を地域の活性化につな

げていくことが大切です。春日井市は今回のイベ

ントでスタートを切ったわけですが、これからも

春日井ロータリークラブは行政、公的機関、各団

体などと協力しながら、それらの活動が円滑に進

むようにサポートしていきたいと思います。

また、ポリオ撲滅に対していただいた募金は、

My Rotary を通してロータリー財団に寄付をい

たしました。

最後になりましたが、社本 50 周年記念委員長

のリーダーシップ、青山記念事業委員長と記念事

業委員の準備、そして会員の皆様のご協力に心か

ら感謝しています。

幹事所感

11 月 17 日の”ロータリーデー”早朝よりご参加

お疲れ様でした。 

ロータリークラブのメンバーの皆様には公私共

にお忙しい中いろいろな役割を分担してご協力を

頂き誠にありがとうございました。 

また其れ等の分担された役割を完璧に全うして頂

き本当にありがとうございました。 

また当日は誰の心掛けが良かったのか最高の好天

に恵まれまさにイベント日和でした。 

今後は 50周年記念事業にこの”ロータリーデー”

の経験を生かし今後の事業に繋げるべくしっかり

とまた真摯に我々ロータリアン自身が考察し今後

の事業をより意義深いものになるようにしていき

たいものです。 

出席報告 委員長 小柳出 和文君 

会員 55 名 欠席 20 名 出席率 63.6% 

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 

ロータリーデーに参加して 

青山 博徳君  稲垣 勝彦君  梅村   守君    

大橋 省吾君  大原 泰昭君  小川 茂徳君  

小川  長君   小柳出和文君  加藤久仁明君   

加藤  茂君  加藤 宗生君  川瀬 治通君    

北  健司君  貴田 永克君  近藤 太門君    

芝田 貴之君  清水  勲君  社本 太郎君   

下田 育雄君    宅間 秀順君  峠 テル子君    

杤本 正樹君  友松 英樹君 長曽 篤志君    

成瀬 浩康君   内藤 修久君    西尾 隆吏君    

野田  勇君  三上  努君  速水 敬志君  

古屋 義夫君  日比 雄将君   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 

「かすがい多文化共生フェスティバル」 

オープニングセレモニー 



伊藤市長挨拶 

川瀬会長挨拶 

ロータリーブース 

ポリオプラス ブース 

東海メールクワィアー

愛知県警察音楽隊・フレッシュ・アイリス 


