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名古屋ドーム１４時 IDM１８時～ 定款６－１ 卓話

例

会

予

定 野球観戦 ホテルプラザ勝川

ホームページ：http://www.kasugai-rc.jp E-mail：ksgi-rc@gaea.ocn.ne.jp

会 長：名畑 豊

副 会 長：社本 太郎

幹 事：志水ひろみ

会報委員長：加藤久仁明

Ｔ Ｅ Ｌ：（0568）81-8498

Ｆ Ａ Ｘ：（0568）82-0265

例 会 日：金曜日 12:30～13:30

例 会 場：ホテルプラザ勝川

事 務 局：春日井市鳥居松 5-45

E－ Mail ：ksgi-rc＠gaea.ocn.ne.jp

本日のプログラム

司会 蓮野 美廣君

・点 鐘 名畑 豊君

・ROTARY SONG 「我等の生業」

・今月の歌 「ローレライ」

・ビジター紹介 名畑 豊君

・食事・歓談

・委員会報告

・会長挨拶 名畑 豊君

・卓 話 清水 勲君

・幹事報告 志水ひろみ君

・点 鐘 名畑 豊君

今月の歌

ローレライ

なじかは知らねど 心わびて

昔のつたえは そぞろ身にしむ

さびしく暮れゆく ラインの流

入日に山々 あかく映ゆる

先週の記録

幹事報告 幹事 志水ひろみ君

：第 3回俳句大会の開催について

資料をご覧の上、投句される方は申し込みくださ

い。

：地区大会の案内

10月 27 日(土) 13:20 点鐘

10月 28 日(日) 13:00 点鐘

：新会員研修セミナー開催

9 月 8日(土) 14:00～17:15 (受付 13:30)

参加者 加知康之君、加藤宗生君、中島泉君

名古屋空港RC 会長、幹事の訪問があります。

２０１２年７月２０日（金）第２１００回（７月第３例会）

◎例会変更のお知らせ

一 宮 ７月２６日(木) ７月２６日（木）１８：００～

ＲＣ 納涼例会の為 商工会議所

愛知長久手 ７月３１日(火) ７月３１日（火）１２：３０

ＲＣ 例会場都合の為 トヨタ博物館

一 宮 北 ７月２７日(金) ７月２７日（金）１８：３０

ＲＣ 家族例会の為 グランドティアラ

名古屋空港 ７月３０日(月) ７月３０日（月）１８：００

ＲＣ 創立記念例会の為 キャッスルプラザ

名古屋みなと ７月２７日(金) ７月２７日（金）

ＲＣ 夫人の集いの為 松楓閣

尾 張 旭 ７月２７日(金) ７月２８日（土）１８：３０

ＲＣ 夜間例会の為 松山閣

◎ビジター紹介 会長 名畑 豊君

○小牧ＲＣ 鈴木 文勝君

中村 明君

○名古屋城北ＲＣ 穂積 良治君

服部 智謙君

出席報告 委員長 和田 了司君

会員 ５2 名 欠席 18 名 出席率79.1%

先々週の修正出席 ― ―

ニコボックス報告 委員長 大畑 一久君

今日は、大変お世話になります。

小牧ロータリークラブ 会長 鈴木 文勝君

幹事 中村 明君

名古屋城北ロータリークラブ会長 穂積 良治君

幹事 服部 智謙君



○春日井交響楽団に応援よろしく。松尾 隆徳君

○誕生祝いを受けて又、先回ニコ賞を受けてあり

がとうございました。 加藤 茂君

○名古屋空港ロータリーと城北ロータリーの訪問

していただきまして有難うございました。

名畑 豊君

○春日井高校の販売のおばさんが９０才になりま

した。 社本 太郎君

○アテンダンス表彰の方おめでとうございます。

和田 了司君

○アテンダンス表彰を受けて。 小島 啓治君

○いつもホテルをご利用いただきありがとう。

早川 八郎君

○祝福を受ける喜びで。 北 健司君

○祝福

小川 長君 林 鑛三君 貴田 永克君

○卓話を聞ける喜びで。

屋嘉比良夫君 加藤久仁明君 志水ひろみ君

岡田 義邦君 塚本 兼光君 加知 康之君

亀谷 鉦一君 太田 弘道君 成瀬 浩康君

浅井 瀧治君 蓮野 美廣君 長谷川英輝君

磯野 俊雄君 清水 勲君 峠 テル子君

高橋 理江君 林 憲正君 伊藤 一裕君

卓話 加藤 茂君

80歳になりました。お祝いをいただきまして有難うご

ざいました。自分の感じでは相変わらず何時も未だ

未成熟だなと思うことばかりです。昨年末にロンドン

へ行きました。コベントガーデンのロイヤルオペラハ

ウスえ行く目的だったのですが飛行機の中で席の上

の本を取ろうと背伸びをして首を少しのけぞった途端

に通路に落下しました。一瞬気を失って,あとから気

がついたのですが右足関節が痛くて腫れて居ました。

すぐきれいなスチュワデスが飛んできて。通路の落ち

たところにそのまま寝ていてください、動かないでい

てくださいと言います。通路で伸びているのはいかに

も無様ですから自分の席をフラットにしてそこに寝る

からといってもダメという。そこで仕方なく白状して自

分は藪だけれども外科医だからというとやっということ

を聞いてくれました。ちなみにこんなとき、まず気をつ

けるべきことは頭部の骨折ではなくて頸椎骨折で、下

手をすると死にます。頸椎部に疾病のないことを自分

で確認したのはもちろんです。飛行機がロンドンに着

くや否や車いすが来て乗務員の通路をどんどんと通

って。あの広いヒイスロウ空港の中をあっという間にタ

クシイ乗り場に着き、お礼を言うか言わないかに JAL

職員は消えました。私は今おかげさまで元気です。さ

て、以上は導入部で本日は誕生日の話ですので生

きるということです。現在、人間の寿命は最大約 120

年といわれます。消去法でこれが短くなるわけです。

その因子としては、いろいろですが主なものは遺伝

子一ガン遺伝子、感染症、外傷等があります。従って

長生きをするには、遺伝子を守り、感染症を防ぎ、外

傷を避けることを考えるべきとなります。（以下略）

(前年度 決算報告)

（小牧ＲＣ表敬訪問 鈴木会長挨拶）

（名古屋城北ＲＣ表敬訪問 穂積会長）

（祝福 会員誕生の皆さん）


