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ロータリー財団月間 

11 月１日（金） 11 月 8日（金）   11 月 15 日（金） 11 月 27 日（水） 

第 5回理事会 11：15～   ドローン活用体験例会 小牧 RC合同例会 12：30～ 
入会式 村瀬 昌史君

卓話 場々大刀雄君 大西 信之君
休会（定款 8－1） 12：30～  祝福 名鉄小牧ホテル

例
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出会いと絆を大切に 
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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 
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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 

・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 

  本丸ネットワーク 事務局長  早川  翠様 

 本丸ネットワーク 事務局部長 柴田  裕様 

・食事・歓談    

・委員会報告 

・卓話             小川 茂徳君  

・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 

 先週の記録  

会長挨拶         会長 北  健司君 

「WFF 中止について」  

本日は祝福でスケジュールが立て込んでいますの

で長い会長挨拶は控えますが、先週の WFF 中止に

ついてひと言お詫び申し上げます。台風 19号は関

東地方に大きな爪痕を残しました。幸いにしてこ

の地方においては大きな災害は免れましたが、土

曜日に勢力を保ったままでの最接近予報でしたの

で地区事務所からの中止通達もやむを得なかった

ように思います。小柳出君には出展準備万端の中

での中止となり申し訳無く思います。重ねて例会

も中止となりましたこともお詫び申し上げます。 

先週の会報に会長雑感として「カナダ・メイプル・ 

２０１９年１０月２５日（金）２４２３回（１０月第４例会） 

リーフ旗に思う」を掲載しました。一読頂ければ

幸いです。その中で紹介しましたメイプルシロッ

プを使ったカナダのクッキーを本日持参しました

のでお配りします。本日はケローナからのお客様

をお迎えしています。一緒にカナダを楽しんでく

ださい。これで会長挨拶とさせていただきます。 

幹事報告         幹事 青山 博徳君 

◎10月 12 日 13 日の WFFの開催中止を受け、ガバ

ナー事務局より例会扱いのクラブに関しては「例

会成立」とし、チケット収入・広告収入に際して

は精算の上、余剰金は「WFF 基金」として積み立

てる旨の連絡がありました。詳細に付いては別途

書面にて各 RC事務局に通知されるとの事です。 

◎11 月 1日は例会に先立ち理事会、終了後には第

３回クラブ協議会が開催されますので、関係者の

方々はご出席頂きます様お願い致します。 

◎11月の例会は第一例会のみ勝川プラザホテルで

の開催で 15 日第二例会は「春日井ビジネスフォー

ラム」への持ち出し例会、第三例会は小牧 RCとの

合同例会で 27日水曜「名鉄小牧ホテル」に変更と

なり、11月の祝福は 11月 15 日の第二例会となり

ますのでご留意ください。 

◎例会変更のお知らせ

尾 張 旭 11 月 8 日（金）→11 月 10 日（日） 

Ｒ   Ｃ 地区大会の為 名古屋キャッスル 

◎例会休会のお知らせ 

名古屋空港ＲＣ     １１月４日（月）休会 

名古屋千種ＲＣ     １１月５日（火）休会 

名古屋城北ＲＣ     １１月５日（火）休会 

名古屋名駅ＲＣ     １１月６日（水）休会 

小牧ＲＣ        １１月６日（水）休会 



出席報告 委員長 藤川 誠二君 

会員 52 名 欠席 19 名 出席率 63.4% 

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 

○ケローナ親善大使をお迎えできる喜びで 

北  健司君 

○91才を迎えて         足立 治夫君 

○母の葬儀では大変お気づかいをいただき、あり 

がとうございました。      杤本 正樹君 

○下手なスピーチご退屈さま   加藤  茂君 

○娘と一緒に出席させていただきます。 

            川瀬 治通君 

○ケローナ親善大使プリヤーリさんをお迎えして 

                松尾 隆徳君 

○明日からの春日井まつりお出掛け下さい 

                青山 博徳君 

○ケローナからようこそ     近藤 太門君 

○ミスケローナ春日井ＲＣへようこそ 

加藤茂君卓話楽しみにしております。 

                古屋 義夫君 

○常滑大和キッズ保育園が開園しました。 

併せて加藤会員の卓話で     小川  長君 

○加藤先生の卓話楽しみにしております

伊藤 正之君  稲垣 勝彦君  梅村  守君

大西 信之君  加藤久仁明君  貴田 永克君

加藤久仁明君  加藤 宗生君  北  健司君

清水  勲君  社本 太郎君  宅間 秀順君 

内藤 修久君  長曽 篤志君  成瀬 浩康君

西村 輝幸君  場々大刀雄君  三上  努君

水上 耕一君  屋嘉比良夫君  山田  治君

○ご協力ありがとうございます。

ニコボックス委員会

卓話 ミスケローナ レディ・オブ・ザ・レイク2019 

           プリヤーリ カンティ様 

ご挨拶 

皆様こんにちは。私は 2019年のレディ・オブ・ザ・レイ

クのプリヤーリ・カンティです。ケローナ・プリンセスのグ

レシー・フーバーはここに来ることができませんでしたが、

美しい春日井の皆さまによろしくと申しておりました。本

日のロータリークラブ例会にお招きいただきありがとうご

ざいます。ケローナと春日井の、またカナダと日本の架

け橋としての役割を果たせることを、大変名誉に思って

おります。 

私はブリティッシュコロンビア大学オカナガン校、経

済学部の 1年生で、演劇とダンスクラブの活動もしてい

ます。高校では、成績優秀者として表彰されました。私

は社会に貢献することをとても大切だと思っています。 

地元では毎年ロータリークラブの活動に参加し、人々

の多様な文化への関心を高めるため伝統的なインドの

踊りを披露しています。いつでも自分の殻を破って新し

いことに挑戦するべきだと思っており、その信念がレデ

ィ・オブ・ザ・レイクに参加する勇気を与えてくれました。

この 6 ヵ月という短い期間で私の能力は大きく伸び、ま

た自立した強いリーダーとして成長できました。 

ケローナには、毎年特に行き届いたサービスとワイン

産業を楽しむため旅行者が訪れます。ダウンタウンには、

姉妹都市との友情を記念した「春日井ガーデン」という

庭園があります。ケローナには四季を通じた楽しみがあ

り、またオゴポゴの伝説が有名です。ケローナは「実りあ

る関係と結束」というモットーに忠実で、誰にでも友好的

な街です。ケローナに皆様がお越し下さるのを私たち

は心より楽しみにしております。 

このような名誉な機会を与えてくださったことを、ケロ

ーナを代表し、春日井の皆さまに感謝いたします。温か

い歓迎をしていただきありがとうございました。 

卓話               加藤 茂君 

ケローナ RCと春日井 RC 

本日の Speech は加藤茂です。よろしくお願いいたし

ます。はるばるカナダからお出での皆様にこころか

らこんにちは Welcome を申し上げます。前の例会で、

清水さんがケローナ市がいかに姉妹都市提携を結ん

だか をお話されましたので、わたくしはその後の

当 RC とケローナのクラブのことを皆様に 少しお

知らせします。 前の会長川瀬さんに大変お世話に

なって、データをいただきました。 

これにわたくしのぼんやりとした記憶を加えてご報

告いたします。平成９年（１９９７謡曲部会が故北

先生を中心に（北、小村、山口、伊藤、高木、 

野浪、川瀬、家族８人―敬称略、順不同、以下同じ）

がケローナを訪問、謡曲をみごと公演されました。 

事前打ち合わせは、ケローナ RCのマクミラン氏リー

スク氏をふくめケローナの姉妹都市協会となされま

した。そして歓迎例会がおこなわれケローナ市長も

出席されそのマクガウ会長より姉妹提携の提案がな

されたそうです。 

 その後、クラブの理事会【会長村松コロニー総長

でした。この加藤は理事】で議論されました。問題

はいろいろありました。遠距離だとか言葉問題だっ

たと覚えていますが。申し込まれたのだから元気よ

くやろうという発言がみんなの背中を押しました。 

そして、クラブの案件、要件を条文作りに弱い私が

まとめ、平成１０年（１９９８）試合提携の打ち合

わせのためケローナに向かいました。メンバーは加

藤、山内、梅田、大橋、塚本、塩谷、小島、石原。

川瀬家族６人です。そして歓待をうけ、平成 11年（１

９９９）４月春日井 RC創立３０周年記念式典を名古

屋キャッスルホテルで行い調印しました。来日した

のはマッカゴー氏他３名と家族４名でした。 

ここで、皆様におつたえしたいことがふたつありま

す。 Sister club ではなく Friendship club と



して、つまり緩い関係にして。１．双方が別れたく

なったら一通の通知さえすればよい、２．双方のク

ラブの行動にともなう費用はすべてそれぞれが負担

すること。です。 

我々の友好がふたつのクラブのそしてカナダ日本の

そして世界の発展と平和のもとになることを願って

やみません。 

Kelowna Capri RC 会長からの親書 

まず始めに、私達のレディ・オブ・ザ・レイクをお招き

いただいたことをケローナ・カプリ・ロータリークラブの会

長として感謝申し上げます。 

何年も前に私もウォルター・グレイ市長、アルホーニ

ング国会議員、レディ・オブ・ザ・レイクのキャリー・キャン

ディドさん達と一緒に春日井を訪れました。皆様の歓迎

とおもてなしがとても素晴らしかったことを今でも懐かし

く思い出します。 

日本から来ていた 16歳の学生さんに手伝ってもらっ

て準備をし、立派なサムライの格好をした方々の前でス

ピーチも披露しました。皆さんが私のジョークを笑ってく

れたので、多分私の拙い日本語を理解していただけた

のだと思います。 

私たちは、これからより緑豊かで、よりクリーンで平和

な世界を共に作るために何ができるのかを考えるため、

学生の短期交換留学をすることを歓迎いたします。 

現在私たちは“Hour4our.com”という、未来の我々
の子、そして孫達のために自分を犠牲にした人々に敬

意を払い、それに続こうというプロジェクトを行なってい

ます。 

姉妹都市の絆を結び続ける全ての春日井ロータリー

クラブの皆様、そして春日井市の皆様によろしくお伝え

ください。 

ケローナ・カプリ・ロータリークラブ 

会長 Jack Degruchy

会長挨拶 北 健司君 

ビジター 東海東京証券 村瀬 昌史様 

退会挨拶 野田 勇君 

祝福 会員誕生日 



祝福 結婚記念日 

卓話 ミス・ケローナ ブリヤーリ カンティ様 

随行者 カーラ フルーソン様 

通訳 パウエル 祥子 様 

卓話 加藤 茂君 


