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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    「我等日本のロータリアン」 

・ビジター紹介 会長     北  健司君 

               伊藤 健一郎様 

               大濱  一郎様 

            グェンクィンフォン様 

・食事・歓談    

・委員会報告 

・米山奨学金授与 

・会長挨拶 

・入会式 

・新年例会 

・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 北  健司君 

「クリスマス家族会へようこそ」 

皆さんこんばんは。今日はクリスマス家族会への

出席、ありがとうございます。 

ご家族の皆さん、本日は多数のご参加ありがとう

ございます。今年度会長を務めます北 健司と申

します。ご家族の皆様には日頃より私たちのロー

タリー活動に対しましてご理解頂き、誠にありが

とうございます。 

この場をお借りしてご家族の方へひとつご案内と

お願いがあります。春日井ロータリークラブでは 

会員のご家族同士の親睦を図る目的で、婦人の会

と言うものがあります。今年度の婦人の会の活動

として、2 月に開催されますロータリークラブの

写真展に、婦人の会による会場装飾の大きな生け

込みを作って頂くことになりました。詳しくは追

ってご案内をさせていただきますので、創作生け 

込みに感心を持って頂くとともに、婦人の会が協 

力し合って、写真展会場を盛り上げていただきま 

２０２０年１月１０日（金）２４３０回（１月第１例会） 

すようお願いいたします。 

1 月からの後半にも引き続きご家族の方にも一緒

に楽しんでいただく色々な企画を予定しています

ので是非ご参加をお願いいたしまして会長挨拶と

させていただきます。 

幹事報告         幹事 青山 博徳君 

・春日丘高校インターアクトクラブより愛知県高

等学校文化連盟（高文連）より活動が評価されボ

ランティア専門活動発表愛知県大会に於いて「最

優秀賞受賞」を受賞 令和 2 年度の全国大会（高

知県）への県代表として出場権獲得しました！と

の報告を頂きました。 

・只今ニコボックス委員会が例会受付時に金額記

入のみで口座から引落しする「キャッスレス化」

の実験を行って居ります。ご記入漏れのない様ご

協力をお願いします。 

・次回 1月 24 日例会終了後「ビジョン懇話会」を

開催致しますので、関係されます方々のご出席を

お願いします。 

・ロータリー写真展を本年は 2月 13 日～17 日ま

で開催します。数多くのご出展をお願い致します。 

＜「ロータリーの友電子版」のご案内＞ 

「ロータリーの友」がパソコン等で閲覧できます。

過去の冊子も閲覧可能です。以下の ID、パスワー

ドを入力してご覧ください。 

http://rotary-no-tomo.jp/ 

ID：rotary  パスワード：rotary 

◎例会変更のお知らせ

名古屋城北 1 月 14 日（火）

Ｒ   Ｃ 初詣例会の為 

名古屋宮の杜 1 月 16 日（木）→1 月 23 日(木) 
Ｒ   Ｃ 振替の為 



◎例会休会のお知らせ

名古屋空港ＲＣ    １月１３日（月）休会 

犬山ＲＣ       １月１４日（火）休会 

岩倉ＲＣ       １月１４日（火）休会 

瀬戸北ＲＣ      １月１４日（火）休会 

江南ＲＣ       １月１６日（木）休会 

出席報告 委員長 藤川 誠二君

会員 52 名 欠席 20 名 出席率 61.5 % 

先々週の修正出席  欠席 2 名  出席率 96.4 % 

ニコボックス委員会 委員長 梅村 守君 

○クリスマス家族会にようこそ     北  健司君 

○古希のお祝いをいたただく喜びで 川瀬 治通君 

○2020 年も良き年となります様に  青山 博徳君 

○楽しいクリスマス家族会たのしみです。 

                         和田 了司君 

○一年間お世話になりました。    清水  勲君 

○メリークリスマス！！          成瀬 浩康君 

古屋 義夫君 

○家族会に参加するよろこびで    小川  長君 

○抽選会楽しみにしています。 

稲垣 勝彦君  大西 信之君  加藤久仁明君 

加藤  茂君  加藤 宗生君  社本 太郎君 

宅間 秀順君  友松 英樹君  内藤 修久君 

長曽 篤志君  成瀬 浩康君  西尾 隆史君 

西村 輝幸君  速水 敬志君  村瀬 昌史君 

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 

クリスマス家族会 

会長挨拶       会長  北   健司君 

「クリスマス家族会の開宴です」 

お待たせしました。これより家族会の始まりです。

その前に一本のウィスキーを紹介します。「フォ

ア・ローゼズ」（Four Roses）といいます。アメリカ・

ケンタッキー産のバーボンウィスキーで、ボトルの

ラベルには４輪の真っ赤なバラが描かれていますが、

この絵には素敵なエピソードがありますのでご紹介

します。 

昔、アメリカの南北戦争(1861-1865 年)の時代の物

語であります。南軍の兵士であったある若者が戦い

に敗れ、疲れはて故郷に戻ります。やがて若者は失

意の底から新しい恋をします。ある日若者は恋する

彼女に自分の気持ちを打ち明け、「もし自分の愛を

受け入れてくれるなら週末のダンスパーティで胸に

バラを付けてきて欲しい。もしバラの花があなたの

胸に無かったらあなたをあきらめる」というもので

ありました。はたして・・パーティでは意中の彼女

の胸に４輪の真っ赤なバラが付けられていました。

このエピソードはその後、４輪の赤いバラが愛のメ

ッセージとしてフォア・ローゼズという名のウィス

キーとなって世界中に語り継がれ愛されています。

やはりバラは世界中どこでも愛の花ですね。 

このウィスキーもドリンクバーに置いておきます。

愛のお酒、ご賞味ください。 

それでは「愛のクリスマス家族会」、これより開宴で

す。 

会長挨拶 北 健司君 

慶祝のお祝い 







次期会長挨拶 和田 了司君 




