
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平和構築と紛争予防月間 

例

会

予

定 

2 月 4 日（金） 2 月 11日（金） 2 月 18日（金） 2 月 25日（金） 

第 8回理事会 11：15～  例会 12：30～ 例会 12：30～ 

例会 12：30～ 休会 祝福 クラブフォーラム 

卓話 一橋大学 市原 麻衣子様  警察署員表彰 （国際奉仕委員会） 

    

 

 

          本日のプログラム 

 

司会 会場委員会 

・点鐘 

・ROTARY SONG  「われら日本のロータリアン」 

・今月の歌     「一月一日」 

・ビジター紹介      会長    成瀬 浩康君 

・委員会報告 

・会長挨拶        会長      成瀬 浩康君 

・卓話 2007-2008年度ガバナー補佐 清水  勲君 

    2018-2019年度ガバナー補佐 加藤久仁明君 

・幹事報告       幹事    大原 泰昭君 

・点鐘         会長    成瀬 浩康君 

 

今月の歌 

「一月一日」 

年のはじめの ためしとて 

終わりなき世の めでたさを 

松竹たてて 門ごとに 

祝う今日こそ たのしけれ 

 

先週の記録 

会長挨拶 

皆さんあけましておめでとうございます。約 1 か

月振りの例会です。年末年始はいかがお過ごしでし

たでしょうか。 

さて、暮れにはせっかく落ち着いていたコロナも

オミクロン株のせいで急激に感染者が増えてきてお

ります。また例会が開けない様な事態になってしま

うかもしれませんが、規制が出ない限りは感染対策

を万全に取りながら、通常通りで開催したいと思い

ます。次回 1 月 28 日の例会は 2500 回例会でござい

ます。夜間例会で開催する予定ではございますが、

このような状況ですので急遽変更になる場合がござ 

 

２０２２年１月２８日（金）２５００回（１月第２例会） 

 

います。その場合はご対応よろしくお願いいたしま

す。 

日本はコロナで大騒ぎしていますがフィリピンに

は年末に猛烈な台風が襲来し大打撃を受けたという

事です。すでにメールでお願いしておりますが、姉

妹クラブのセブ RC の地元も大変な被害を受けたと

いう事で皆さんに最低一口の寄付をお願いいたしま

したが、少しでもたくさんの義援金を送りたいと思

いますので、皆様にはさらに上乗せしてのご寄付を

お願いしたいです。なるべく早く義援金を届けたい

という事で申込期限をこの例会終了までとしており

ます。追加のお申し出は事務局までよろしくお願い

いたします。 

今日は新年初めての例会ですのでもう少しお話が

したかったのですが本日は内容が盛りだくさんです

のでここまでにさせて頂きます。今年も色々な活動

をしていきたいと思いますので、引き続き皆様のご

協力をお願いいたしまして年頭の会長挨拶に代えさ

せて頂きます。 

 

幹事報告            大原 泰昭君 

＜理事会報告＞ 

審議事項 

第１号議案：月次収支表・貸借対照表承認の件 

第２号議案：ＷＦＦカーボンゼロ植樹の日程に

ついて（３/３） 

第３号議案：２クラブ（小牧ＲＣ）共同事業に

ついて（４/３０・５/１） 

第４号議案：春日井ロータリー旗スポーツ少年

団サッカー大会への協賛について 

 



 

 

協議事項→審議 

第５号議案：ポリオエコバック購入について 

３０袋購入 

上記の議案が全て承認されました 

報告事項   

①セブＲＣへの義捐金について 

②ポイ捨て・ふん害防止啓発活動について 

③コロナ禍による今後の例会について 

④RI会長杯ワールドゴルフ大会について 

 

出席報告         委員長 廣瀬 清司君 

会員 53 名 出席 40 名 出席率 75.0% 

先々週の修正出席 出席 53 名 出席率 100.0% 

 

ニコボックス報告     委員長 野間 峰彦君 
〇新年あけましておめでとうござい 成瀬 浩康君 
 ます。  
 今年も宜しくお願い致します。  
〇本年も宜しくお願い申し上げま
す。 

大原 泰昭君 

〇ガバナー月信６ページに載せてい 青山 博徳君 
 ただきました。  
〇よろしく 伊藤 正之君 
〇春日井ロータリークラブにとって 大西 信之君 
 希望に満ちた 1年となる様、祈念  
 いたします。  
〇いつも有難うございます。 大橋 省吾君 
〇新年おめでとうございます。今年 小川  長君 
 もよろしく。  
〇アテンダンスを受ける喜びで。 加藤久仁明君 
〇おめでとうございます。 加藤  茂君 
〇アテンダンス表彰を受ける喜び
で。 

川瀬 治通君 

〇今年もよろしく！！ 近藤 太門君 
〇今年もよろしくお願いします。 下別府正樹君 
〇今年も宜しくお願いします。 杤本 正樹君 
〇今年もよろしく。年賀出しきれま 場々大刀雄君 
 せんでした。ごめんなさい。  
〇長谷川さん入会おめでとうござい 藤川 誠二君 
 ます。  
〇皆様、今年もよろしくおねがいし
ます。 

古屋 義夫君 

 地区ローターアクト幹事柿本  
 知樹さんようこそ春日井ＲＣへ！  
〇卓話 松尾 隆徳君 
〇アケオメ コトヨロ何のこっちゃ？ 山田  治君 
〇新年明けましておめでとうございます。 
岩村 幸正君 梅村  守君 岡本 博貴君 
小柳出和文君 風岡 明憲君 加藤 昭博君 
加藤 宗生君 北  健司君 芝田 貴之君 
社本 太郎君 宅間 秀順君 中川  健君 
野間 峰彦君 菱川 一馬君 村瀬 昌史君 

○ご協力ありがとうございます。 

ニコボックス委員会 

 

卓話        中部ケーブルネットワーク(株) 

皆様こんにちは。 

只今ご紹介をいただきました中部ケーブルネット

ワークの荒谷でございます。 

本日は、このような席にお招きいただきありがと

うございます。春日井ロータリークラブ様のご厚意

により、弊社事業のご紹介をさせていただけること

となりました。貴重なお時間をいただきありがとう

ございます。 

まず、最初に弊社中部ケーブルネットワークの概

要をお話させていただきます。今月１７日に会社創

立３０周年を迎えることができました。３０年前に

春日井市をエリアとした春日井テレビ放送株式会社

として発足して現在に至っております。まずは地域

のメディアとして支えてくださりました地域の皆様

に厚く御礼申し上げます。現在の事業エリアとしま

しては、愛知・岐阜・三重の 3 県下 20 市町でケー

ブルテレビと通信事業を展開しております。春日井

局、東名局、岐阜局、北勢局、豊川局の５局で構成

されております。春日井局は春日井市・小牧市・犬

山市・扶桑町・大口町を事業エリアとしており、テ

レビのご加入者は 3 市 2 町で、おおよそ９９,００

０世帯のお客様にご加入をいただいております。春

日井市ではおおよそテレビ加入者が６１,０００世

帯で加入率は４７％であります。 

私たちケーブルテレビは「地域に密着したテレビ

局」として地域の行事を発信するコミュニティチャ

ンネルの制作を手掛けております。また、行事の他

にも商工会議所様と連携し、物作りを行っている企

業様の製品ができる製造過程をご紹介する「できか

た」という番組も制作しており、非常に視聴者様か

ら好評をいただいております。会社があるのは知っ

ているけれど、どのような事をしている会社なのか

よく判らないという地域からのお声もあり制作をお

こなっております。もしご希望があれば、弊社にお

話しいただければ、幸いでございます。 

近年、全国的に自然災害が増加しておりますが、

私どもの新たな取り組みとしまして、地域に特化し

た防災・防犯情報番組の「安全・安心 123 チャンネ

ル」を開設いたしましたのでご紹介をさせていただ

きます。「安全・安心１２３チャンネル」は 2019 年

10 月に春日井市から放送を開始し、小牧市、犬山市、

扶桑町、大口町でも順次開始しています。このチャ

ンネルのコンセプトは、地域に限定した防災・防犯

情報をテレビでご視聴いただけることにあります。

現在、防災情報などはインターネットで得る事が出

来ますが、高齢化の進む中、インターネットを使う

事が困難な方も多くみえます。このチャンネルはテ

レビでご視聴いただけ、幅広い年齢層の皆様が簡単

に情報を得ることができます。防災情報としては道

路の冠水や混雑状況や河川の増水状況をライブカメ

ラ映像で３６５日２４時間リアルタイムご覧いただ

くことができます。２０１９年１０月に台風 19 号

が東海地方に最接近しましたが、その時のチャンネ

ルの平均接触率が平常時の 5 倍もあり、このことか

ら、地域の皆様の防災に対する関心の高さが伺えま

す。また、降雨以外にも雪の道路積雪状況の確認に

も有効であります。ライブカメラの設置箇所の選定



 

 

については春日井市様、春日井警察署様にもご協力

をいただき、河川１８箇所、道路１９箇所の映像を

放映しております（※皆様に配布資料にリスト・地

図をご用意）。また、災害情報として、災害情報シ

ステム「Ｌアラート」により地域災害情報をご覧い

ただけます。防犯情報は愛知県警メールマガジン

「パトネットあいち」と連携し、地域の防犯情報に

フォーカスし提供しています。内容としては、不審

者情報・犯罪情報・交通事故情報・緊急危険情報・

警察署からのお知らせなどです。防災・防犯に関す

る緊急度の高い情報が発信された場合には、赤いＬ

字で表示することにより注意喚起を促すようにして

います。 

 

セブＲＣへの義捐金について 

【セブＲＣ会長からの御礼】 

2022年 1月 21日 

春日井ロータリークラブ 

成瀬浩康会長様 

12 月 16 日に台風オデットがセブに上陸した時の、

我々が家族と一緒に身を寄せ合って部屋の片隅にう

ずくまる中、壁を隔てたすぐそばで、木や屋根、瓦

礫が吹き飛ばされていく轟音、そして絶えず鳴り響

く吠えるような風の音は、我々の記憶に刻まれ、そ

う簡単には忘れることのできないものとなりました。  

ですが、食料や水、建築資材を手に入れ、そして自

分たちの生活とビジネスを何とか元通りにしようと

あがく日々の最中でも、我々には笑みを浮かべるこ

とができました。なぜならセブのために世界中から

送られてきた援助がはるかに我々の予想を超えるも

のだったからです。  

皆様のセブに対する深い愛とお心遣いに対しまして、

セブの被災者を代表いたしまして、我々の心の底か

らお礼を申し上げたいと思います。  

我々は、皆様の優しさと惜しみのない援助の心を決

して忘れません。 

🙏🙏🙏 

ロータリークラブオブセブ  

RY 2021-22年度 会長 ジェイコブ オン 

 

 
 

 

【セブＲＣ御田さんからの御礼】 

この度は 5000 ドルもの大金をご送金いただきまし

て、誠にありがとうございます。クラブのメンバー

も驚いていました。 

簡単ではありますが、会長のジェイコブからのお礼

の手紙を添付させていただきましたので、お受け取

り下さい。 

春日井 RCの皆様にもよろしくお伝えください。 

今年中には皆様とまたお会いできるといいのですが。 

よろしくお願いします。 

御田 
 
【セブＲＣへの義捐金報告 幹事 大原 泰昭】 
○１０口              川瀬 治通君 
○ ６口      加藤久仁明君  三上  努君 
○ ４口              成瀬 浩康君 
○ ３口              社本 太郎君 
○ ２口      伊藤 正之君  大西 信之君 
  大原 泰昭君  岡本 博貴君  小川 茂徳君 
  小柳出和文君  加藤  茂君  近藤 太門君 
  芝田 貴之君  清水  勲君  宅間 秀順君 
  早川 八郎君  速水 敬志君  藤川 誠二君 
  松尾 隆徳君  山田  治君 
○ １口      青山  博君  岩村 幸正君 
  梅田 英夫君  梅村  守君  大橋 省吾君 
  小川  長君  風岡 明憲君  加藤 昭博君 
  加藤 宗生君  北  健司君  貴田 永克君 
  下田 育雄君  下別府正樹君  峠 テル子君 
  杤本 正樹君  友松 英樹君  中川  健君 
  中澤  一君  野浪 正毅君  野間 峰彦君 
  場々大刀雄君  長谷川智幸君  長谷川久幸君 
  菱川 一馬君  日比 雄将君  廣瀬 清司君 
  廣田  誠君  古屋 義夫君  松本 俊哉君 
  水谷 高広君  村瀬 昌史君  森部 清孝君 
  和田 了司君 
  合    計 ￥４７０，０００（９４口） 
  ニコ会計より ￥１００，０００－ 
  ＄５，０００をセブロータリークラブに送金しま
した（1＄＝１１４円） 

  ご協力ありがとうございました。 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長挨拶 成瀬 浩康君 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

祝福 会員誕生日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

祝福 結婚記念日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

祝福 アテンダンス表彰 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入会式 長谷川 久幸君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卓話 中部ケーブルネットワーク（株）様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告 大原 泰昭君 

 


