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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   「花」 

・ビジター紹介   会長    川瀬 治通君  

 日本自分史センター講師    芳賀 倫子様 

・食事・歓談    

・委員会報告 

・祝福 

・卓話 日本自分史センター講師 芳賀 倫子様 

・幹事報告          幹事    古屋 義夫君 

・点 鐘       会長      川瀬 治通君 

今月の歌 

「花」 

     春のうららの  隅田川 

     のぼりくだりの 船人が 

櫂のしずくも 花と散る 

ながめを何に たとうべき 

先週の記録  

会長挨拶 会長  川瀬 治通君 

「会長挨拶」      

桜の花が満開の今日、春日井ロータリークラブ創

立50周年記念式典を、この様に盛大に開催できま

すことは、この上ない慶びであります。 お忙し

い中を、春日井市長 伊藤太様、衆議院議員 丹

羽秀樹様、国際ロータリー第2760地区村井總一郎

ガバナーはじめ多くの皆様にご臨席たまわり、心

よりお礼申し上げます。 特に県会議員の皆様は

明日が選挙という慌ただしい中をご出席いただき

本当にありがとうございます。 また姉妹クラブ

の台湾・東港ロータリークラブ、フィリピン・セ

ブロータリークラブからもたくさんの皆様にお出 

２０１９年４月１２日（金）２４０１回（４月第２例会） 

でいただき、感謝いたします。 

創立50周年に当たる今年度の事業として、今年の

ガバナー方針「あなたの街でロータリーを！あな

たの街からロータリーを！」の実践のため、春日

井市民が外国の方々と一緒に「互いに暮らしやす

い地域づくりを目指す」きっかけとなるイベント

「かすがい多文化共生フェスティバル」を昨年11

月に春日井市と共催で開催しました。 当日はワ

ールドフードフェスタ、フィリピンやコロンビア

の家庭料理を作る「親子でチャレンジクッキング

教室」、世界のおうちとこどもたちをテーマにした

シンポジウム、防犯・防災の啓発、音楽コンサー

トなど多数の催しが行われ、外国の方を含め3000

人の市民が来場されました。 来月には創立 50

周年を記念して、JR勝川駅南口のロータリーに時

計塔を設置し春日井市に寄贈いたします。 また、

ロータリー財団のポリオ撲滅活動、米山記念奨学

会に特別寄付をいたします。 

私ども春日井ロータリークラブは、人類が初めて

月面に降り立った1969年の4月、小牧ロータリー

クラブをスポンサークラブとして 34 名のチャー

ターメンバーでスタートしました。 宮本鎮治郎

初代会長から半世紀、歴代会長のもと、先輩ロー

タリアンはロータリー精神に基づき、職業奉仕は

もちろんのこと、地域での様々な社会奉仕活動、

さらに姉妹クラブと一緒に国際奉仕活動を実践し

てまいりました。 現在私どもが活発な奉仕活動

ができるのは、先輩たちが培ってきた友情と努力

の賜物と思います。 来月には新天皇が即位され、

「令和」と改元され新しい時代が始まります。 私

たちは、これまでの50年を礎に、一人一人がより

一層の研鑽に励み、親睦を深め、ロータリーの輪

を拡げることにより、良き伝統を受け継ぎ、地域

に寄り添った奉仕活動を発展させていく所存であ 



ります。                             

今後とも春日井ロータリークラブの活動にご協力を

賜りますよう、心からお願い申し上げます。 

最後になりましたが、本日ご臨席いただきました皆

様のご発展とご多幸をお祈りして、私のご挨拶とさ

せていただきます。 本日は誠にありがとうござい

ました。 

幹事所感  幹事 古屋 義夫君 

前夜祭から始まり名古屋城アテンドツアーそして記

念式典並びに祝賀会と大変お疲れ様でした。 

50 周年記念事業委員会は委員長はじめ各小委員長

が核となり 15 名ほどのメンバーでディスカッショ

ンし英知を出し合って時には激しく討議する事もあ

りました。 

会議時間は毎回 2時間ということになっていました

が最初のうちは”黒潮”で半分程度も食事に時間を

とられて会議にならない事に気付きそれ以降はずっ

と”川瀬医院の多目的ホール”をお借りして仕事を

早めに切り上げて集まってきた 50 周年記念事業委

員会のメンバーから順に”モンシェルの美味しいサ

ンドウィッチ”とお茶をそそくさと食しながら毎回、

真面目にみっちりと 2時間の会議をしました。 

その甲斐があってと思いますが素晴らしい”前夜祭、

アテンドツアー、式典、祝賀会になったと思います。 

ロータリークラブの素晴らしいところはこういうど

ちらかと言えば裏方の仕事をしていても皆さんがロ

ータリーの友情を持ってネガティブな思考をする事

なく素晴らしくポジティブでいてくださるところだ

と思います。 

また、たまたまロータリークラブの中で委員長をや

っているかたもやっていないかたも会長も幹事もお

よそ全てのメンバーが平等で対等なところはなかな

か他の団体には無いものだと思います。 

この小さなコミュニティの中で誰が偉くて誰が偉く

ないなんて私達のロータリークラブの中ではそのよ

うな概念は無用だと思いますしまた絶対にそのよう

な概念は欲しくありません。 

ロータリークラブは私達が素晴らしい時間を過ごす

事のできるニュートラルでクリーン団体でいたいと

思いますしそういうロータリークラブを積極的にキ

ープするのは私達ロータリーアンの大切な責務であ

ると考えます。 

今月の祝福 

会員誕生日 

4 日  梅田 英夫君 

16 日   日比 雄将君 

20 日  貴田 永克君 

21 日  大橋 省吾君 

22 日  藤川 誠二君 

24 日  中島  泉君 

25 日  大畑 一久君 

結婚記念日

2 日   梅田 英夫君 

 3 日  青山 博徳君 

21 日  加藤  茂君 

23 日   屋嘉比良夫君 

24 日  杤本 正樹君 

26 日  中島  泉君 

29 日  早川 八郎君 

夫人誕生日 

12 日  友松 英樹君・朋子さん 

19 日  岡本博貴君・佳奈枝さん 

25 日  北  健司君・志津江さん 

25 日  中島  泉君・公子さん 

27 日  青山 博徳君・倫子さん 

◎例会変更のおしらせ 

◎例会休会のお知らせ 

名古屋丸の内 RC      ４月２５日（木）休会 

出席報告 委員長 小柳出 和文君 

会員 52 名 欠席 20 名  出席率 61.5% 

先々週の修正出席 欠席 2 名 出席率 96.2% 

4 月 5日前夜祭（於 黒潮）

犬    山 4 月 23 日（火）

Ｒ  Ｃ 早朝例会の為 成田山大聖寺 

名 古 屋 城 北 4 月 23 日（火）

Ｒ  Ｃ 名古屋城例会の為  

愛 知 長 久 手 4 月 23 日（火）→4 月 21 日（日）

Ｒ  Ｃ 家族例会の為  



川瀬会長挨拶 

セブＲＣ Stephen Chian 会長挨拶 

マグロの解体ショー 

津軽三味線体験 

津軽三味線 馬場淳史様（春日井広報大使） 

御田ご夫妻結婚記念日お祝い 



セブＲＣ 名古屋城ツアー 

創立 50周年記念式典

川瀬会長挨拶 

君が代斉唱 ヴァイオリン 川井 郁子様 

記念事業目録と寄付金贈呈 春日井市 



記念事業目録と寄付金贈呈 

ロータリー財団、米山記念奨学会 

記念事業目録と寄付金贈呈 

ガールスカウト三団体 

記念事業目録と寄付金贈呈 

春日丘高校インターアクトクラブ 

記念事業目録と寄付金贈呈 

タンザニア眼科医療支援チーム 

感謝状と記念品贈呈 

小牧ロータリークラブ 

感謝状と記念品贈呈 

チャーターメンバー 早川八郎君 



感謝状と記念品贈呈 

パスト会長 加藤久仁明君、近藤太門君 

感謝状と記念品贈呈 

東港ＲＣ 朱英治会長 

感謝状と記念品贈呈 

セブＲＣ Stephen Chian会長 

来賓挨拶 春日井市長 伊藤 太 様 

来賓挨拶 衆議院議員 丹羽 秀樹様 

来賓挨拶 第 2760 地区ガバナー 村井總一郎様 



創立 50周年記念祝賀会

歓迎の辞 川瀬 治通 君 

乾杯 加藤久仁明君 

東港ＲＣから記念品 

セブＲＣから記念品 

ロータリーソング「手に手つないで」 



集合写真 

春日井ＲＣメンバー集合写真 

感謝の言葉         

会長 川瀬 治通君 

会員の皆様、前夜祭、名古屋城観光、そして記念式

典と祝賀会、本当にお疲れさまでした。 

社本実行委員長、芝田式典委員長はじめ実行委員会

の皆様全員の総力結集のおかげで、式典関連の行事

を無事終えることができました。一人一人の会員が

積極的に準備をしていただけたこと、そして式典当

日も緊密に連携し動いていただいている姿に驚くと

ともに、心から感謝しています。また、多くの会員

が行事に参加してくださったことにも深く感謝しま

す。また、事務局の石田陽子さんにも大変お世話に

なりました。関わってくださったすべての皆様に「あ

りがとうございました！」と声をかけさせていただ

きます。 

来賓の皆様そして海外からお出での皆様にも、式典

と祝賀会をとても楽しんでいただけたと思います。

オープニングビデオ、「春日井 RCの歩み」のビデオ

も良かったですね。川井郁子さんに国歌を演奏して

いただけたことには驚きました。また祝賀会のオー

プニング・パフォーマンスにも目を見張りました。

エンターテイメントの川井郁子さんは華やかでした。

ギリギリまで頑張って探して良かったですね。司会

の渡辺美香さんはさすがベテランのアナウンサーと

感心しました。落ち着いていて、醸し出す雰囲気が

柔らかくて素敵でした。特筆すべきは、若い会員の

感性と行動力で、私はそれに圧倒されました。 

5 月 9 日の時計塔除幕式、記念誌作成とまだまだ実

行委員会の仕事は続きますが、これからも一致団結

して頑張りましょう。よろしくお願いいたします！ 


