
ロータリーを考える月間

７月１９日（金） ７月２６日（金） ８月２日（金） ８月９日（金）

祝福 家族会 卓話 IDM

卓話 志水ひろみ君 野球観戦１８時～ 加藤久仁明君 ホテルプラザ勝川

例

会

予
定 卓話 加藤 茂君 18：30 例会

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

本日のプログラム

司会 伊藤 純君

・点 鐘 屋嘉比良夫君

・ROTARY SONG 「奉仕の理想」

・今月の歌 「我は海の子」

・ビジター紹介 屋嘉比良夫君

・食事・歓談

・委員会報告

・会長挨拶 屋嘉比良夫君

・卓 話 清水 勲君

・幹事報告 加藤久仁明君

・点 鐘 屋嘉比良夫君

今月の歌

われは海の子

われは海の子 白波の

さわぐいそべの 松原に

煙たなびく とまやこそ

わがなつかしき 住家なれ

先週の記録

会長挨拶 会長 屋嘉比良夫君

創立 45 周年を迎える伝統ある春日井ＲＣの会

長を務めさせて頂きます、屋嘉比良夫です。初め

ての例会の点鐘を打ち、大変光栄に思うと共に改

めてその責任の重大さを痛感いたしました。

まずは、前年度の名畑会長、志水ひろみ幹事始め

理事・役員の皆様一年間ご苦労様でした。素晴ら

しい年度を有難うございました。いくつかの事業

を本年度も継続させて頂きます。宜しくご指導の

程、お願致します。

本年度は 45 周年と言うことで理事・役員の皆様

には周年記念事業で色々ご迷惑を掛ける事と思い

ますが御理解頂きご協力とご支援をそして、

２０１３年７月１２日（金）第２１４５回（７月第２例会）

ご指導の程、宜しくお願い申し上げます。

クラブ計画書に記載させて頂きましたが、本年度

RI 会長ロン・D・バートンは、『ロータリーを実

践しみんなに豊かな人生を』です。そして“ロー

タリー財団を通じた人道的奉仕の充実”を強調し

ています。個人的では出来ない奉仕がロータリー

では出来る事が沢山あります。そして「ロータリ

ーアンとして世界・地域に奉仕しよう」を今年度

の会長方針と致しまた。壮大なテーマになりまし

たが 45 周年記念事業のフィリピンセブ島の小学

校に水洗トイレの寄贈。足長おじさんプログラム

等を継続していきます。どうぞ、ご協力下さい。

そして4 つの重点目標を揚げました。

１．ロータリーの規律を保ち楽しもう。

規律が緩むと怠情と無責任がはびこります。特に

例会では威厳を保ち、全員意識の向上を図り例会

でのビジター、スピーカーへの配慮等、心掛けま

しょう。

２、奉仕の原点を勉強し実行しよう。

ニーズの無いところに奉仕は有り得ない、押し付

けは駄目。ロータリークラブがやるべき奉仕か？

勉強しよう。

３、45 周年記念事業を会員一丸で遂行しょう。

44 年間の先人の実績、功績で 45 周年を迎えられ

ました。春日井ロータリークラブが培ってきた伝

統、地域性をかんがみ、全員意識の向上を図り、

全会員で遂行しょう。

４、会員増強、純増 5 名以上達成しよう。

全会員が推薦者に成るべく頑張り仲間を増やそう。

以上、長々と書きましたが全てが皆様の御理解、

そしてご協力、ご支援そしてご指導がなければ遂

行出来ません。どうか絶大なるご協力とお力添え

賜ります様心からお願い申し上げます。



幹事報告 幹事 加藤久仁明君

審議内容

第 1 号議案：開始貸借対照表及び前期決算書承認

の件

第 2 号議案：新入会員山田倫章君入会承認の件

第 3 号議案：セブ島小学校水洗トイレ寄贈残金支

払承認の件

第 4 号議案：8 月 IDM 承認の件：

平成 25 年 8 月 9 日 18：30

第 5 号議案：第 37 回春日井まつり協賛金承認の

件：10 万円

第 6 号議案：明るい社会づくりの会賛助会員の

件：3 万円

第 7 号議案：春日井姉妹都市市民の会会費の件：

3 千円

第 8 号議案：春日井市交響楽団賛助会員加入の

件：1 万円

第 9 号議案：ホームページ作成費用承認の件：

147,000 円

上記審議事項すべて可決承認

① 本年度セブ島あしなが事業８名追加選任をする事

を決定

② 月末最終例会は、副会長が交互で挨拶する事を決

定

◎例会変更のお知らせ

豊 田 西 ７月２２日(月)７月２２日(月 ) 1８：３０

ＲＣ 夜間例会の為ホテルフォレスタ

名古屋丸の内 ７月１８日(木)７月１８日(木 ) 1８：３０

ＲＣ 夜間例会の為クレストンホテル

一 宮 ７月２５日(木)７月２５日(木 ) １８：００

ＲＣ 納涼例会の為 商工会議所

名 古 屋 北 ７月２６日(金) ７月２５日（木）１８：００

ＲＣ IＤＭのため スーパードライ

名古屋空港 ７月２２日(月) ７月２２日（月）

ＲＣ 空港フォーラムの為

瀬 戸 北 ７月２３日(火) ７月２５日（木）

ＲＣ 夜間例会のため 品野台 C.C

名 古 屋 東 ７月２２日(月) ７月２２日（月）１８：００

ＲＣ 地区報告の為ウェスティンナゴヤキャッスル

尾 張 旭 ７月２６日(金) ７月２７日（土）１８：００

ＲＣ 夜間例会のため 美舟

◎例会休会のお知らせ

○名古屋城北ＲＣ 7 月 22日（火）は休会

◎ビジター紹介 会長 屋嘉比良夫君

○名古屋空港ＲＣ 内海 辰巳君

〃 原田 好展君

○名古屋城北ＲＣ 玉置 政利君

〃 奥村 勝彦君

出席報告 委員長 伊藤 一裕君

会員 ５３名 欠席 9 名 出席率91.7%

先々週の修正出席 欠席 1 名 出席率98.1%

ニコボックス報告 委員長 成瀬 浩康君

○本年度よろしくお願いします。

名古屋空港ＲＣ会長・幹事

○本年も１年よろしくお願いします。

名古屋城北ＲＣ会長・幹事

○いよいよスタートです。お世話になります。よ

ろしくお願いいたします。 屋嘉比良夫君

○一年間お願いします。 加藤久仁明君

○本日より入会いたしました新人会員の青山です。

青山 博徳君

○今日から入会させていただきます。宜しくお願

い申し上げます。 岡嶋 良樹君

○青山君、岡嶋君をお迎えする喜びで。

社本 太郎君

○会長１年間よろしくお願いします。新入会員お

めでとうございます。 加藤 宗生君

○屋嘉比会長ガンバッテ下さい。 早川 八郎君

○屋嘉比新会長のスタートを祝して。

加藤 茂君

○新会長に期待して。 宅間 秀順君

○入会おめでとう。 山田 治君

○ロータリー財団一年間お世話になります。

清水 勲君

○ほっとしております。皆さんのご協力ありがと

うございました。 名畑 豊君

○会場委員会１年間よろしくお願いします。

伊藤 純君

○青山君、岡嶋君入会おめでとうございます。頑

張って下さい。 風岡 保広君

○新年度を迎え本年も宜しく。 山口 由起君

○今年度もよろしく。

小川 長君 小島 啓冶君

○１年間よろしく。 大橋 完一君

○１年又お世話になります。 近藤 太門君

○前年度の皆さんご苦労様。新年度頑張って下さ

い。 松尾 隆徳君

○新年度のスタートを祝して。 貴田 永克君

○新年度、新入会員を迎える喜びで。

磯野 俊夫君 浅井 瀧治君 長谷川英輝君

蓮野 美廣君 伊藤 正之君 林 憲正君

岡田 義邦君 馬々太刀雄君 志水ひろみ君

梅田 英夫君 野浪 正毅君 河村 哲也君

森田 誠君 北 健司君 大畑 一久君

太田 弘道君 杉山 孝明君 峠 テル子君

○今年も１年、ニコボックスにご協力お願い致し

ます。 成瀬 浩康君



ロータリーの森の看板設置

（設置日：2013/6/28 ）

ロータリーの森へ新しい看板を設置しました。こ

の看板は、ロータリーの森の最初のところに設置

しました。ロータリーの森の始点が分かるように

しました。

看板の両面の文言は異なっています。

会長挨拶 屋嘉比良夫君

直前会長バッチ贈呈

新会員 青山博徳君 岡嶋 良樹君

新会員歓迎の言葉 風岡保広君


