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8月 9日（金） 8 月 16 日（金） 8 月 23 日（金） 8 月 30 日（金） 

祝福 卓話 場々 大刀雄君 ガバナー補佐訪問 

卓話 山﨑眼科院長 山﨑  俊様 休会（定款 8－1） 西村 輝幸君 第２回クラブ協議会
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出会いと絆を大切に 

会   長：北 健 司 例会日：金曜日 12:30～13:30 
副 会 長：加藤久仁明 例会場：ホテルプラザ勝川
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会報委員長：杤本 正樹 E-mail：ksgi-rc@gaea.ocn.ne.jp 

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  「四つのテスト」 

・ビジター紹介   会長    北  健司君 

 小牧ＲＣ     会長    小谷 達也君 

 小牧ＲＣ     幹事    水野 満義君 

・食事・歓談    

・委員会報告 

・会長挨拶     会長    北  健司君 

・卓話             早川 八郎君 

                長曽 篤志君 

・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      北  健司君 

皆さんこんばんは。今日はご家族の方にも多数ご参

加いただき、ありがとうございます。今年度会長を

務めます北 健司です。どうぞよろしくお願いいた

します。 

今年度はご家族の方々と共に会員の親睦を深める

ことに重点を置いた親睦例会をいくつか計画して

います。企画盛りだくさんの楽しい年度にしたいと

思っています。10月には 2018 年に復元されました

名古屋城本丸御殿の中での親睦例会を開催する予

定でいます。 

今夜は今年度最初の親睦例会として「土用はやっぱ

りウナギだね」ということで、おいしいウナギで暑

い夏を元気に乗り切るスタミナ例会といたしまし

た。 

今夜は水徳さんの若ご主人のウナギに関するウン

チクも楽しみです。大いに語らい、大いに飲んで有

意義なひと時を楽しみましょう。 

２０１９年８月２日（金）２４１３回（８月第１例会）

幹事報告 幹事      青山 博徳君 

7 月 24 日 春日井市ポイ捨てキャンペーンに参加

致しました。 

7 月 23 日・24 日 伊藤副会長ご尊父様 通夜告別

式に参列致しました。 

7 月 26 日 IDM が「水徳」にて開催され 42名の 

参加を頂きました。 

7 月 26 日・27 日 大畑一久元会員の通夜告別式に

供花弔電致しました。 

8 月 9 日  8 月第二例会は祝福例会です。皆様お

出掛け下さい。 

10 月 12 日・13 日の WFF 東尾張分区のブースに春日

井から小柳出君の「鳥丸フードサービス」の出店が

決まりました。 

◎例会変更のお知らせ

名古屋宮の杜 ８月 15 日（木）→８月 29 日（木） 

Ｒ   Ｃ 振替の為  

◎例会休会のお知らせ

名古屋空港ＲＣ    ８月１２日（月）休会 

瀬戸北ＲＣ      ８月１３日（火）休会 

名古屋千種ＲＣ    ８月１３日（火）休会 

名古城北ＲＣ     ８月１３日（火）休会 

犬山ＲＣ       ８月１３日（火）休会 

愛知長久手ＲＣ    ８月１３日（火）休会 

岩倉ＲＣ       ８月１３日（火）休会 

名古屋名駅ＲＣ    ８月１４日（水）休会 

小牧ＲＣ       ８月１４日（水）休会 

瀬戸ＲＣ       ８月１４日（水）休会 

江南ＲＣ       ８月１５日（木）休会 

名古屋丸の内ＲＣ   ８月１５日（木）休会 

名古屋北ＲＣ     ８月１６日（金）休会 



出席報告 委員長 藤川 誠二君 

会員 53 名 欠席 28 名 出席率 47.2% 

先々週の修正出席 欠席 4 名 出席率 92.4％ 

ニコボックス委員会 委員長 梅村 守君 

○本日、新規建物竣工しました！ 青山 博徳君 

○北会長キックオフです。よろしくお願いします。 

               和田 了司君 

○稲垣さんありがとうございました。川瀬 治通君 

○昨日豊橋ＲＣ表敬訪問に行ってきました。 

加藤久仁明君 

○暑いですね。また来ます。   小柳出和文君 

○いつもありがとうございます  大橋 省吾君 

○ＩＤＭ参加のよろこびで 

稲垣 勝彦君  梅村  守君  大西 信之君 

小川  長君  加藤 宗生君  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  友松 英樹君 

内藤 修久君  西尾 隆吏君  西村 輝幸君 

速水 敬志君  古屋 義夫君  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 

会長挨拶 北 健司君 

幹事報告 青山 博徳君 

ＩＤＭ 親睦委員長挨拶 岡本 博貴君 

卓話 水徳 水野 靖久様 

乾杯挨拶 川瀬 治通君 





会員増強委員会 下田 育雄君 

50 周年記念誌委員会 加藤 宗生君 

閉会挨拶 和田 了司君 

7月 24 日 ポイ捨て防止啓発運動 


