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本日のプログラム 
司会     会場委員会 

・点 鐘      会長    北  健司君 

・国歌     「君が代」 

・ROTARY SONG 「われ等日本のロータリアン」 

・ビジター紹介   会長   北  健司君  

・食事・歓談    

・委員会報告 

・会長挨拶     会長   北  健司君 

・入会式           水上 耕一君 

               大西 信之君 

               林田 健児君 

・全員協議会 

・幹事報告          幹事    青山 博徳君 

・点 鐘       会長      北  健司君 

先週の記録  

会長挨拶       会長 川瀬 治通君 

「1年を振り返って」 

いよいよ最終例会になりました。皆さん、この 1

年、ロータリーを楽しみましたか？ そして、この

1 年が皆さんの記憶に残る 1 年になったでしょう

か？ 

私が会長になる時に「ENJOY ROTARY」「記憶に残る

1年にしよう」と呼びかけました。大変ではありま

したが、皆さんにとって心に残る 1年であり、多く

の仲間とロータリーを楽しむことができた 1 年で

あったと期待しています。 

クラブ関連の事業としては、創立 50 周年とガバナ

ー補佐を輩出した年度であったために、新しいこと

ができず、各委員長さんは力を持て余したのではな

いでしょうか。しかし、例年行われていた事業につ

いては、滞りなく遂行することができたと思います。 

理事会では、活性化の一環として審議事項以外にも

多くを話し合うことができましたし、議事録も残す

ようになりました。そして、懸案であったビジョン 

２０１９年７月５日（金）２４１０回（７月第１例会）

懇話会（戦略委員会）を立ち上げることができまし

た。また、不十分ではありましたが、この 1年で取

り組んだことを列挙します。 

例会の食事開始時間を早める・委員会の再編と例会

日数の検討・My Rotary の登録を増やす・記録を残

す・現、次期の引継ぎを行う・委員会を通しての親

睦・周年事業に対しての積み立て・ダイナースクラ

ブカードを使ってポリオプラスに寄付・クラブ計画

書と会員名簿の刷新・入会関連の書類などの刷新・

事務局業務の簡便化・事務局内の整理 

これらのことを、「ロータリーには変えてはいけな

いこともあるが、良いと思ったことはどんどん変え

てみる」というスタンスでやってきました。この年

度できっかけ作りをしたので、次年度以降に更に良

い方向に修正していっていただきたいと思います。 

創立 50 周年の事業については、2年前の 2017 年 7

月から準備が始まり、9月に第 1回実行委員会を開

催、今年 3 月までに 18 回の委員会が開催され、毎

回真剣な討議が行われました。その結果として、か

すがい多文化共生フェスティバル、記念式典と懇親

会、姉妹クラブの接待、JR 勝川駅南口時計塔設置

など、成功裏に終えることができました。 

私は、若い会員の感性の豊かさと、行動力に驚きま

した。そして、春日井ロータリークラブは今後も更

に前進していくことができると確信しました。 

この 1年間、周到な準備と熟考を重ね、私なりに一

生懸命やってきました。力不足の私が、この 1年を

無事に終えることができたのも、皆さんのバックア

ップがあってのことです。古屋幹事、理事役員、委

員長の皆様、社本 50 周年記念実行委員長、実行委

員会の皆様、そして全会員の皆様、事務局の石田さ

ん、すべての皆さんに心から感謝しております。ま

た、クラブへの負担をご配慮いただいた加藤久仁明

ガバナー補佐、近藤 IM実行委員長、成瀬分区幹事、

大原分区副幹事にも深く感謝しております。 



年度最後の RI2760 地区役員・会長幹事懇談会で「ガ

バナー特別賞（有意義な事業部門）」と「ガバナーコ

ンテスト優秀クラブ（My Rotary 登録部門・増加率

の部）」をいただくことができたのは、今年度の春日

井ロータリークラブの活動に対する“ごほうび”だ

と思います。1年間、ありがとうございました。 

幹事所感 幹事 古屋 義夫君 

2018-19 幹事を拝命して１年…

ロータリーの事など何もわからない私が幹事と云う

職責を全うできたか否かはわかりませんが…

任務遂行にあたり心掛けた事はシンプルにたったの

１つの事だけです。

それは “絶対に手抜きしないこと “……それだ

けなんです。

ロータリーの公式標語で

最もよく奉仕する者、最も多く報いられる…

とあります。

もちろん私如きには程遠い言葉だとは思うのですが

…

しかしそんな私にも１年かかりましたが、その言

葉の意味がほんのすこしではありますが自分なりに

身をもって理解できました。

つまり、ロータリー活動から得た貴重な体験、人

としての成長、良き友…これこそがロータリーから

私へのギフトなのだと今、強く感じています。

私に幹事の役職を任命していただいた全てのロー

タリーメンバーの友情に深く感謝します。

2018-2019 年度事業報告 

【クラブ関連】 

2018年 7月 24日 ポイ捨て防止活動に参加し、春日

井駅の清掃を行いました 

2018年 7月 27日 IDM を家族会としてエルダンジュ

名古屋で開催しました 

2018年 8月 10日 ガバナー補佐訪問で加藤久仁明君

が訪問されました 

2018年 8月 31日 ガバナー訪問で犬山ロータリーク

ラブと合同例会を開催しました 

2018年 9月 14日 職場例会で中部トラック総合研修

センターを訪問しました 

2018年 10月 19 日 姉妹都市カナダのケローナ市か

らミスケローナ・レディ・オブ・ザ・レイクのオリ

ビアソラーノさんが例会に出席されました 

2018年 10月 28 日 第 6回ワールドフード＋ふれ愛

フェスタに小柳出君の“鳥まる”を出店しました 

2018年 11月 10 日 第 59 回春日井市菊花大会で春

日井ロータリークラブ会長賞を授与しました 

2018年 12月 1日 観劇例会で「シルクドゥソレイユ」

を見に行きました 

2018年 12月 21 日 ｸﾘｽﾏｽ家族会を開催しました 

2019年 1月 25日 春日井警察署署員 3名を表彰しま

した 

2018年 2月 14-19 日 第 18 回春日井ロータリーク

ラブ写真展を開催しました 

2019年 2月 17日 春日井ロータリー旗・春日井スポ

ーツ少年団サッカー大会を開催し、春日井ロータリ

ー旗を授与しました 

2019年 2月 23日 第 2760 地区東尾張分区インター

シティミーティングを開催しました 

2019年 3月 10日 ポイ捨て・フン害防止啓発運動に

参加し、ふれあい緑道の清掃を行いました 

2019年 3月 23-24 日 RYLA セミナーにガールスカ

ウト第 110団鈴木理沙さんが参加しました 

2019年 3月 29日 春日井ロータリー最初の財団奨学

生、京大名誉教授の稲垣直樹先生に 45年ぶりに例会

で卓話をしていただきました 

2019年 5月 30日 「ロータリーの森」の 40周年記念

植樹のプレートを新しくしました 

2019年 5月 31日 親睦小旅行で京都・貴船にて川床

料理を堪能しました 

2019年 6月 7日 春日井市消防本部署員 3名を表彰

しました 

2019年 6月 12-15 日 フィリピン・セブ島を訪問し、

セブロータリークラブの例会に出席するとともに、

「あしなが事業」の奨学生に奨学金をお渡ししまし

た 

2019年 6月 21日 IDM をホテルプラザ勝川で開催し

ました 

2019年 6月 22日 「ガバナー特別賞（有意義な事業

部門）」「ガバナーコンテスト優秀クラブ（My Rotary

登録部門・増加率の部）」を受賞しました 

【創立 50周年関連】 

2018年 11月 10-11 日 第 2760 地区地区大会におい

て、創立 50周年クラブとして表彰状を授与されまし

た 

2018年 11月 17 日 春日井市と共催で「かすがい多

文化共生フェスティバル」を開催しました 

2019年 4月 26日 「ロータリーの森」にヒトツバタ

ゴ（ナンジャモンジャ）を植樹しました 

2019年 5月 9日 JR 勝川駅南口に時計塔を設置し、

春日井市に寄贈しました 

2019年 6月 1日 春日井市市制 76 周年記念式典で

表彰状を授与されました 

2019年 10 月頃 「創立 50周年誌」発刊予定 

【協賛・寄附・支援】 

第 37回新春春日井マラソン大会 

春日井まつり「わんぱくランド」 

希望の風奨学金 

第 38回福祉のつどい 

姉妹都市市民の会 

全国高等学校県道選抜大会 

わいわいカーニバル 2019KASUGAI 

ロータリー財団・ポリオ撲滅活動 

米山記念奨学会 

ガールスカウト第 40団、74団、110 団 

タンザニア眼科医療支援活動 

春日井市交響楽団 

第 43回春日井市民納涼まつり 



◎例会変更のおしらせ 

◎例会休会のお知らせ 

名古屋千種ＲＣ     ７月１６日（火）休会 

岩倉ＲＣ        ７月１６日（火）休会 

名古屋城北ＲＣ     ７月１６日（火）休会 

江南ＲＣ        ７月１８日（木）休会 

出席報告 委員長 小柳出 和文君 

会員 52 名 欠席 27 名  出席率 67.9% 

先々週の修正出席  欠席 3 名 出席率 94.2% 

ニコボックス委員会 委員長 藤川誠二君 

○１年間ありがとうございました。 川瀬 治通君 

○永年お世話になりました。    高木  修君 

○川瀬会長，古屋幹事，社本実行委員長，及び実行

委員の方々，一年間ご苦労様でした。和田 了司君 

○幹事を任命していただきありがとうございました。          

古屋 義夫君 

○セブ RC御田さんにご厚意を頂きました。ありがと

うございました。          下田 育雄君 

○家内共々，ゴルフ部会お世話になりました。             

山田  治君 

○東京オリンピックのチケット当たりました。             

杤本 正樹君 

○川瀬会長，お疲れ様でした。   青山 博徳君                  

○一年間ありがとうございました。 

稲垣 勝彦君  梅村   守君  大橋 省吾君  

岡本 博貴君  小川 茂徳君  小川  長君  

加藤久仁明君  加藤 宗生君  北  健司君  

芝田 貴之君  清水  勲君  社本 太郎君 

宅間 秀順君  内藤 修久君  長曽 篤志君  

西尾 隆吏君  西村 輝幸君  野浪 正毅君  

速水 敬志君  三上  努君 

○ご協力ありがとうございます。 

ニコボックス委員会 一同 

川瀬会長挨拶 

次期会長挨拶 北 健司君 

次期幹事挨拶 青山 博徳君 

瀬    戸 7 月 10 日（水）18：30～

Ｒ  Ｃ 夜間例会の為  喜楽梅むら 

西    尾 7 月 13 日（土）17：00～

Ｒ  Ｃ 浴衣例会の為  みそパーク・はと屋 

名古屋守山 7 月 17 日（水）

Ｒ  Ｃ 夜間例会の為 アサヒビール名古屋工場 



100％出席表彰 

ニコニコ賞贈呈 

退会 高木 修君、中島 泉君 

入会予定者 中部大学 大西信之様 

幹事挨拶 古屋 義夫君 

ＩＤＭ 川瀬会長挨拶 



事務局 石田さんに感謝 

アトラクション ジャズシンガー 森 久子様 



ゴルフ部会 

第 2760 地区 地区役員及び会員幹事懇談会 


