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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    「我等日本のロータリアン」 

・今月の歌    「故郷」 

・ビジター紹介     会長      北  健司君 

  春日井警察署長       岸本 一也様 

刑事課長          近藤 要一様 

地域課地域第二係 巡査部長 高橋 明義様      

  刑事課強行第一係 警部補  馬淵美智生様 

  交通課事故捜査係 警部補  倉知 武志様 

・祝福 

・食事・歓談    

・委員会報告 

・卓話 春日井警察署長     岸本 一也様 

・幹事報告      幹事    青山 博徳君 

・点 鐘       会長     北  健司君 

今月の歌 

「故郷」 

うさぎ追いし  かの山 

小鮒つりし   かの川 

夢はいまも   めぐりて 

忘れがたき   故郷 

 

今月の祝福 

会員誕生日 

1日 早川 八郎君 

10日 清水  勲君 

17日 伊藤 正之君 

28日 西村 輝幸君 

結婚記念日 

11日 芝田 貴之君 

19日 場々大刀雄君 

27日 長曽 篤志君 

夫人誕生日 

2日  西尾 隆吏君・みゆきさん 

10日 三上 努君・奈穂さん 

２０２０年１月２４日（金）２４３１回（１月第２例会） 

アテンダンス表彰 

26ヶ年   屋嘉比良夫君 

21ヶ年   加藤久仁明君 

17ヶ年   川瀬 治通君 

8ヶ年   加藤 宗生君 

7ヶ年   古屋 義夫君 

6ヶ年   日比 雄将君 

6ヶ年   芝田 貴之君 

5ヶ年   梅村  守君 

先週の記録 

会長挨拶         会長 北  健司君 

高砂について 

皆様新年あけましておめでとうございます。本

年もよろしくお願いいたします。 

本日は、新年祝賀の例会でありますので、僭越

ではありますが祝いの謡を披露させていただきま

す。今年は、春日井市能楽連盟から私がいつも一

緒に能楽を楽しんでいます伊藤健一郎様と、大濱

一郎様をお招きいたしました。お二方の協力を得

て、お祝いの小謡に加え、仕舞をご披露させてい

ただきます。 

能は主役であるシテをはじめ、ワキ、ツレなど 

の役者に加え、囃子方や地謡など大勢で構成され

ます。また能装束や能面を着用し、簡素にして華

やかな演出が見どころであります。能の舞の部分

を取り出したものを仕舞と言い、声楽の部分を取

り出したものを謡と言って広く親しまれています。

この謡の中の聞かせどころの短編を小謡と言いま

す。 

高砂は数ある能の中でもとくに縁起の良い演目

で、登場する松は「常盤木の松」とも呼ばれる常

緑樹であること。千年の松とも評されるほど寿命

が長いこと。風雪に耐え丈夫であることから長寿

や天下泰平を寿ぐ（ことほぐ）縁起の良い象徴で

あります。 

また播州高砂の松と、摂州住吉、すみのえの松

が相生（あいおい）であるという故事になぞらえ、 



雌雄別株で遠く隔たっていても仲睦まじい夫婦の偕

老長寿の象徴として描かれ、結婚式で多く謡われて

きました。 

本日は新年祝賀にふさわしく、後ほどお祝いの小謡

を二つと仕舞「高砂キリ」を披露させていただきま

す。 

一つ目は、令和の代を寿ぐとともに、戦争の無い平

和で豊かな日本に感謝して。 

二つ目は、春日井 RCの本年度の順風満帆の航海を祝

し、 

三つ目は仕舞にて、本日ご出席の皆々様の益々のご

健勝、ご活躍と、春日井 RCの発展をご祈念申し上げ

たいと思います。 

華やかな新年祝賀となればと存じます。 

これで本日の会長挨拶とさせていただきます。あり

がとうございました。 

幹事報告         幹事 青山 博徳君 

審議事項 

第１号議案：開始貸借対照表並びに 12月度収支承認

の件      

全会一致を以って可決承認されました 

第２号議案：2020～21年度 理事役員 人事変更 

の件  

健康上の理由により、ロータリー財団担当役員を屋

嘉比良夫君より中川健君に変更が為され承認されま

した 

第３号議案：新入会員 理事会承認の件              

風岡明憲君の入会申請について全会一致で可決承

認されました 

第４号議案：第 26回ロータリー旗・サッカー大会の

件                  

事業内容予算共に全会一致を以って可決承認されま

した 

第５号議案：姉妹都市訪問団支援要請の件 

国際奉仕委員会の事業として支援する旨、可決承認

されました 

報告事項 

次年度地区出向派遣について 

次年度地区出向委員として、派遣致します。 

職業奉仕委員会    青山博徳君 （副委員長） 

インターアクト委員会 小川茂徳君 （委員） 

 

◎例会変更のお知らせ 

名古屋城北 1月 28日（火） 

Ｒ   Ｃ 名古屋城例会の為  

名古屋千種 1月 28日（火） 

Ｒ   Ｃ 節分例会の為 城山八幡宮  

名 古 屋 錦 1月 28日（火）→1月 30日（木） 

Ｒ   Ｃ 小学校交流会の為  

名 古 屋 北 1月 31日（金） 

Ｒ   Ｃ IDMの為  

 

名古屋名東 2月 4日（火）18：00～ 

Ｒ   Ｃ 合同例会の為 マリオットアソシア 

名 古 屋 錦 2月 4日（火）18：00～ 

Ｒ   Ｃ 合同例会の為 マリオットアソシア 

名古屋大須 2月 6日（木）→2月 3日(月) 

Ｒ   Ｃ 節分例会の為 大須観音  

岩    倉 2月 4日（火） 

Ｒ   Ｃ 職場訪問の為 名古屋地方裁判所  

◎例会休会のお知らせ 

名古屋名駅ＲＣ    １月２９日（水）休会 

瀬戸ＲＣ       １月２９日（水）休会 

 

出席報告          委員長  藤川 誠二君 

会員 51 名 欠席 19 名 出席率 62.7 % 

先々週の修正出席  欠席 3 名   出席率 94.3% 

 

ニコボックス委員会       委員長 梅村 守君 

○新年明けましておめでとうございます 

                北  健司君 

○昨日、２度目の警察本部長賞を頂きました 

                加藤久仁明君 

○ニコへのお年玉として     宅間 秀順君 

○新年おめでとうございます。本年もよろしく 

野間さんを紹介する喜びで    貴田 永克君 

○おめでとうございます。 

先回お祝い頂きありがとうございました 

加藤  茂君 

○あけましておめでとうございます 

 1.令和になって初めての年 

 2.十二支の最初のねずみ年 

 3.今日は私の誕生日 

 思い出に残る日です 

清水  勲君 

○無事、引越を終えて、新店舗での営業を開始し 

 た喜びで           三上  努君 

○廣瀬君入会おめでとうございます 

                和田 了司君 

○新年明けましておめでとうございます 

 今年もよろしくお願いします。 

青山 博徳君  伊藤 一裕君  稲垣 勝彦君     

大西 信之君  大原 泰昭君  岡本 博貴君 

小川 茂徳君  小川  長君  小柳出和文君 

加藤 宗生君  川瀬 治通君  芝田 貴之君 

社本 太郎君  杤本 正樹君  内藤 修久君 

長曽 篤志君  成瀬 浩康君  西尾 隆吏君 

西村 輝幸君  早川 八郎君  林田 健児君 

藤川 誠二君  古屋 義夫君  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 

 



 

 

 

 

会長挨拶 北 健司君 

 

 

 

乾杯 

 

 

 

祝いの謡、仕舞 

春日井市能楽連盟 伊藤 健一郎様、大濱一郎様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新入会員挨拶 森部 清孝君 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

新入会員挨拶 野間 峰彦君 

 

 

 

新入会員挨拶 廣瀬 清司君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米山奨学金授与 グェンクィンフォンさん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


