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経済と地域社会の発展月間／米山月間 

10 月 25 日（金） 11 月１日（金） 11 月 8日（金）  11 月 15 日（金） 

名古屋城例会 第 5 回理事会 11：15～   ドローン活用体験例会

9：30 受付 10：00～ 祝福・入会式

卓話 場々大刀雄君 大西 信之君
休会（定款 8－1） 12：30～ 

例

会

予

定
名古屋城本丸御殿孔雀の間 第３回クラブ協議会 春日井市総合体育館

春日井ロータリークラブ  
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クラブテーマ「一人ひとりが輝こう」 
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

副 会 長：伊藤 一裕 事務局：春日井市鳥居松町 5-45 
幹   事：青山 博徳  TEL:(0568)81-8498 FAX:(0568)82-0265 
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 

・ROTARY SONG       「日も風も星も」  

・今月の歌     「里の秋」 

・ビジター紹介 会長    北  健司君 
ミス・ケローナ・レディ・オブ・ザ・レイク 

           プリヤーリ カンティ様 

 隋行者        カーラ フルーソン様 

（通訳）         パウエル  祥子様 

東海東京証券株式会社     野田  勇君 

 東海東京証券株式会社     村瀬 昌史君  

・食事・歓談    

・委員会報告 

・祝福 

・卓話        プリヤーリ カンティ様 

                加藤  茂君  

・幹事報告    幹事     青山 博徳君 

・点 鐘     会長      北  健司君 

今月の歌 

里の秋 

静かな静かな 里の秋 

お背戸に木の実の 落ちる夜は 

    ああ 母さんと ただ二人 

    栗の実煮てます いろりばた 

今月の祝福 

会員誕生 

9 日 長曽 篤志君    10 日 下田 育雄君 

15 日  林田 健児君    17 日 足立 治夫君 

結婚記念 

9 日 松尾 隆徳君    11 日 岡田 義邦君       

16 日 友松 英樹君    18 日  社本  太郎君      

18 日 伊藤 正之君       25 日 大西 信之君 

夫人誕生日 

6 日 清水  勲君・政子さん 

２０１９年１０月１８日（金）２４２２回（１０月３例会） 

16 日 梅村  守君・亜希子さん 

23 日 日比 雄将君・有美さん 

30 日 加藤 宗生君・典子さん 

 先週の記録  

会長挨拶         会長 北  健司君 

「カナダ・メイプルリーフ旗に思う」  

カナダの国旗は「メイプルリーフ旗」（The Maple 

Leaf Flag）と呼ばれている。赤と白の二色構成は

日本の日の丸にも通ずるものがある。私はカナダ

の国旗を眺める時、特に二つのことに心が惹かれ

る。 

一つは国旗に描かれた赤いカエデの葉である。私

は長く山岳を旅してきた。山に魅かれる理由は

色々あるが、秋の紅葉の美しさは格別な魅力であ

ろう。とりわけ日本の低域の山岳エリヤではカエ

デ、ナナカマドそして岳カンバの紅葉の美しさが

郡を抜いている。実はモミジという樹木は存在し

ていないのである。我々が良く口にするモミジと

はカエデなのである。紅葉の代名詞としてモミジ

と呼ばれている。カナダの国旗に赤いカエデが描

かれているのはおそらく紅葉の美しさを表現して

いるのだと思う。 

二つ目はメイプルシロップである。カエデは種類

が多く、その中でも国旗に記された葉はメイプル

シュガーリーフである。日本ではサトウカエデと

呼ばれ、樹液を濃縮しメイプルシロップが作られ

る。メイプルシロップは実に味わい深い。日本の

和三盆（わさんぼん）や三温糖（さんおんとう）

にも通ずるものがある。私はこのメープルシロッ

プが好きで、メープルシロップをたっぷり使った

カナダのクッキーをいつもそばに置いている。 

美しい紅葉と味わい深いメープルシロップをこよ

なく愛するカナダの人々が日本人にも通じる豊か 



なで繊細な美意識を持っているように思うのは私だ

けであろうか。カナダケローナ市と春日井市は姉妹

都市である。40年前に清水勲氏ら春日井青年会議所

の活動によって縁ができ、今の豊かな交流となって

いる。これからも素敵な姉妹都市でありたいもので

ある。 

幹事報告         幹事 青山 博徳君 

◎台風接近に伴い、例会扱いと為りました WFF は

主催者判断で中止と為りました関係上、例会の代

替日は設けず、第 2421 例会は全員出席として扱

わせて頂きます。

◎ニコボックスに際しては例年通り全員引き落とし

とさせていただき、同金額をガバナー事務局より

要請が来て居ります、先の千葉県内での台風被害、

今回の 19 号台風の広域災害への「義捐金」とし

て拠出させて頂きます。

◎皆様から引落で頂戴致しました WFF の飲食用チ

ケットの払い戻しの有無などは 21 日に開催され

ますガバナー事務局での会議の内容に沿って居っ

てご連絡させて頂きます。

◎次週 25 日の名古屋城例会は開催時間及び場所も

通常とは異なりますのでご留意下さい。

◎10 月 20 日日曜 瀬戸ロータリクラブ 60 周年記

念式典が開催されます。

◎10 月 30 日水曜 地区職業奉仕委員会による委員

長会議が開催されます。

◎例会変更のお知らせ

名古屋城北 10 月 29 日（火） 

Ｒ   Ｃ 家族会の為 ラウンドワン千種

犬   山 10 月 29 日（火）→10 月 30 日（水） 

Ｒ   Ｃ ガバナー公式訪問の為 小牧ホテル

名 古 屋 錦 10 月 29 日（火）

Ｒ   Ｃ 夜間例会の為

江   南 10 月 31 日（木）→10 月 30 日（水） 

Ｒ   Ｃ ガバナー公式訪問の為 小牧ホテル

◎例会休会のお知らせ

瀬戸ＲＣ       １０月３０日（水）休会 

出席報告 委員長 藤川 誠二君 

会員 52 名 欠席 0 名 出席率 100% 

先々週の修正出席  欠席 4 名  出席率 92.3% 

ニコボックス委員会 委員長 梅村 守君 

〇台風で被災された皆様には心よりお見舞い 

申し上げます。 

青山 博徳君  足立 治夫君  伊藤 一裕君  

伊藤 正之君  稲垣 勝彦君  梅田 英夫君  

梅村   守君  大西 信之君  大橋 省吾君  

大原 泰昭君   岡田 義邦君   岡本 博貴君  

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  

下田 育雄君    社本 太郎君    宅間 秀順君  

峠 テル子君    杤本 正樹君  友松 英樹君  

内藤 修久君    中川    健君 長曽 篤志君   

名畑  豊君    成瀬 浩康君  新美 治男君

西尾 隆吏君   西村 輝幸君    野浪 正毅君   

場々大刀雄君    早川 八郎君  林田 健児君  

速水 敬志君   日比 雄将君   藤川 誠二君  

古屋 義夫君  松尾 隆徳君   三上  努君   

水上 耕一君  屋嘉比良夫君  山田   治君     

和田 了司君 

〇ご協力ありがとうございます。 

              ニコボックス委員会 

ラグビーWC 日本×サモア 


