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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 「われら日本のロータリアン」 

・ビジター紹介   会長    川瀬 治通君  

        桑名西ＲＣ   鶴田 正道君 

・食事・歓談    

・委員会報告 

・会長挨拶 

・卓話     桑名西ＲＣ   鶴田 正道君 

・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        会長 川瀬 治通君 

「他に誇れる“ロータリーの森”」 

「ロータリーの森」は、1994年春日井ロータ

リークラブ創立25周年を記念し、第25代増田浩

基会長のもと、ふれあい緑道に木々を植樹し春日

井市に寄贈されました。それは、春日井ロータリ

ークラブが全国のロータリークラブに呼び掛け各

県の県木の苗木を送ってもらい、47都道府県の木

47本と政令指定都市の木13本、計60本を植樹し

たものです。そして1996年には大きな自然石を利

用した記念碑を設置しました。 

当時の写真を見ると、木々は小さく細くてひょ

ろひょろですが、25年たった今では立派にその枝

を茂らせ、「森」という風格になってきました。そ

して、造設当時のメンバーが願ったように、市民

の憩いの場として定着し、自然環境保全に役立っ

ています。 

ガバナーやガバナー補佐の訪問時、また会長エ 

２０１９年５月１７日（金）２４０４回（５月第１例会） 

レクト研修会の時などに、「春日井さんには“ロー 

タリーの森”がありましたね」と何人もから言わ

れました。ロータリーの森は春日井市の公園緑地

課が維持管理してくださっており、直接私たちが

関わることはないので、つい忘れてしまいがちで

す。しかし、先人たちが「ロータリーの森」を植

樹造成し寄贈したことを、春日井ロータリークラ

ブのメンバーは「誇り」として良いと思います。 

皆さんも是非季節ごとに散策してみてください。 

幹事所感        幹事 古屋 義夫君 

4月 26日は12:30 植樹例会がロータリーの森に

て開催される予定でした。前日未明より荒天だった

ので開催できるかどうか心配していたのですが4月

26日思いのほか天候が回復してきましたので私はロ

ータリージャンパーに着替えてピカピカの晴天とな

った例会開催場所である予定だった”ロータリーの

森”に行きました。 

しかし到着時点ではまだ誰もお見えになりません

…？？ 

暫く例会場所となる予定であった”ロータリーの

森”の現況を確認したりとうろうろしていましたが

20分程経過したので流石に違和感を感じ事務局に連

絡すると商工会議所に例会場所が変わったとの事…

えーっ！ 

リニューアルした商工会議所4階の会議室を利用

して例会を開催し”ロータリーの森”を造った経緯

をチャーターメンバーである早川くんにお話を聞か

せていただきました。 

私が入会してから今年度が6年目になりますからお

そらく4-5回程度は早川くんのお話を聞かせていた

だいている筈ですが今回初めて早川くんが当時の市 



長との約束を守ってロータリーの森の中の草を刈って

維持管理に尽力していらっしゃるのを知りました。 

約束したとはいえど何十年も間、誰にも言わずに維持

管理のために草を刈る… 

一見簡単そうですがロータリアンといえども人間です。 

長期の間たった一人だけで誰にも知られる事なく地道

な奉仕活動をやるなんてなかなか出来る事ではありま

せん。 

そして早川くん曰く”いまのロータリアンはなんで

も直ぐにやめちゃうし続けないからね…” 

うわぁ 心が痛い。

しかし確かにそうかもしれないですね… 

私も含めて… 

例会のあと本来やる予定であった植樹例会をやり直

して写真をとるべく集まってくれた有志の皆様の友情

とロータリーの森で早川くんの仰った何気ないその一

言が私の胸に深く刺さりました。 

あと今年度の在任期間もあと 2 ヶ月程度となりました。 

その早川くんの言葉の真意を感じとりながら 2018-19

の私に与えられた責務を全う出来ますよう非力ではあ

りますが尽力させて頂きますのでもう少々お付き合い

をお願いいたします。 

◎例会変更のおしらせ

◎例会休会のおしらせ

あまＲＣ       ５月２７日（月）休会 

岩倉ＲＣ       ５月２８日（火）休会 

江南ＲＣ       ５月３０日（木）休会 

名古屋丸の内ＲＣ   ５月３０日（木）休会 

津島ＲＣ       ５月３１日（金）休会 

尾張旭ＲＣ      ５月３１日（金）休会 

出席報告 委員長 小柳出 和文君 

会員 52 名 欠席 26 名  出席率 50.0% 

先々週の修正出席  欠席 1 名 出席率 98.1% 

ニコボックス報告    委員長 藤川 誠二君 

外例会が出来ず残念でした。   近藤 太門君                   

ロータリーの森で例会を行ったのはいつの頃か？  

       加藤久仁明君 

本日，急遽例会場所が変更となり，すみませんで 

した。             日比 雄将君 

６月末に新店オープン決まりました！                

青山 博徳君 

植樹例会を記念して 

川瀬 治通君  稲垣 勝彦君  梅村  守君  

大橋 省吾君  大原 泰昭君  小川  長君  

加藤 宗生君  北  健司君  清水  勲君  

宅間 秀順君  杤本 正樹君  内藤 修久君 

長曽 篤志君  成瀬 浩康君  西尾 隆吏君  

場々大刀雄君  早川 八郎君  藤川 誠二君  

古屋 義夫君  三上  努君  山田   治君 

５０周年記念式典 姉妹クラブからのお礼状 

＜セブロータリークラブ＞ 

Dear Mr. Harumichi KAWASE, Kasugai Rotary Club 

President, 

We really enjoyed our trip to Nagoya, We also 

enjoyed the ceremony and your 50th anniversary 

Celebration.  

I think the timing was perfect with the Cherry 

blossoms and our members really enjoyed the trip 

and your celebration. 

We look forward to see you and your members in Cebu 

this coming June. 

Best regards, 

Stephen Chian 

President 

春日井ロータリークラブ会長 川瀬治通様 

私たちは名古屋への旅行を心から楽しみました。私

たちは創立 50周年記念の式典もまた楽しみました。 

私は、桜の季節の完璧なタイミングだったので、私

たちのメンバーはこの旅行と祝典を心から楽しんだ

と思います。 

私たちは、あなたそして会員の皆様とこの 6月にセ

ブでお会いできるのを楽しみにしています。 

会長 ステフェン・チァン 

＜東港ロータリークラブ＞ 

川瀨治通 會長、各位社友及夫人大家好 

  本人此次率東港扶輪社一行 16人至春日井，參加貴

社創社 50週年紀念慶典，承蒙貴社川瀨會長及全體社

友熱情的招待，讓敝人及同行社友和夫人倍感 馨，

在此向貴社致上十二萬分的感謝。 

  此行在貴社細心安排下，讓易敏小姐擔任並協助本

社與貴社的語言翻譯，再次謝謝貴社的用心。 

  締結 38年來兩社並不因時間、距離的關係而疏遠，

 妹社間的情誼更因此次的相聚再拉近。日本的景色

令人激賞，台灣的美景和熱情亦值得一遊，希望貴會

有空時，更能組團帶著寶眷來台灣一遊，屆時兩社再

好好敘談聯誼，也讓敝社盡地主之誼，好好招待貴社。

最後 

  祝貴會 會運昌隆 閤府平安 萬事如意！ 

東港扶輪社 社長 朱英治 

108.4.24 

名古屋城北 5 月 21 日（火）

Ｒ  Ｃ 植樹例会の為 長野県根羽村 

名古屋守山 5 月 22 日（水）

Ｒ  Ｃ 周年記念例会の為 マリオットアソシア 

名 古 屋 錦

Ｒ  Ｃ

5 月 28 日（火）

合同例会の為 

江 南

Ｒ  Ｃ

5 月 23 日（木）

創立記念日例会の為 江南商工会議所



川瀨治通会長、ロータリークラブのメンバーおよび

ご家族の皆様：こんにちは 

この度は大変お世話になりました。こんなに素晴ら

しい５０周年の式典にお招きいただきありがとうご

ざいました。私と東港ロータリークラブの参加した

16人は、心から暖かいものを感じました。誠に感謝

いたします。 

 また、易敏様を今回の通訳担当としていただくなど、

念入りな手配をしていただいたお陰様で、スムーズ

な進行をしました。お気遣いありがとうございまし

た。 

姉妹クラブとして提携 38年も経ちましたが、両クラ

ブは遠く離れても親密な関係に影響されていません。

今回５０周年式典でメンバーを集めることで、友情

はますます深まっています。 日本の景色は素晴らし

いです、台湾の美しさとおもてなしも訪れる価値が

あります。時間があるとき、ぜひクラブのメンバー

達とご家族の皆様と一緒に台湾においで下さい。そ

の時、またいろいろ話をしましょう。こちらもちゃ

んと招待をしたいです。ぜひ招待する機会をくださ

い。最後に、クラブの平和、皆様の幸運を祈ります！ 

東港ロータリークラブ会長 朱英治 

民国 108.4.24 

（翻訳は易敏さんにお手伝いいただきました） 

植樹例会（天候不良のため屋内開催） 

川瀬会長挨拶 

ビジター 

バリバゴＲＣ マリア・レオノラ・ディビット君 

社会奉仕委員長 日比 雄将君 



「ロータリーの森の歴史について」 早川 八郎君 

幹事報告 古屋 義夫君 

ロータリーの森 50周年記念植樹 

50周年記念勝川駅南口時計塔完成式典（5月 9日） 

式典の様子 



開会の辞 副会長 和田 了司君 

来賓紹介 幹事 古屋 義夫君 

会長挨拶 川瀬 治通君 

50 周年記念委員会委員長挨拶 社本 太郎君 

来賓挨拶 春日井市長 伊藤 太 様 



除幕 

伊藤春日井市長から感謝状 

閉会の辞 副会長 和田 了司君 


