
ロータリーを考える月間

８月１６日（金） ８月２３日（金） ８月３０日（金） ９月６日（金）

休会 祝 福 理事役員会 11：30 クラブ協議会 13：30

定款６－１ 卓話 名畑 豊君 卓話 青山 博徳君 ガバナー補佐訪問

例

会

予
定 卓話 社本太郎君 卓話 岡嶋 良樹君 ガバナー補佐丹羽司一君

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 「我等の生業」

・今月の歌 「ふじの山」

・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

・夜間例会

・幹事報告 加藤久仁明君

・点 鐘 屋嘉比良夫君

今月の歌

ふじの山

あたまを雲の上に出し

四方の山を見おろして

かみなりさまを下にきく

ふじは日本一の山

先週の記録

会長挨拶 会長 屋嘉比良夫君

先日の家族例会では名古屋ドームで野球観戦楽し

みました。当日は不安定な天候にもかかわらず、大

勢の会員、家族、友人がご出席、ご参加頂きまして

ありがとうございました。本日のウィークリーで野球観

戦「お礼の言葉」で太田弘道副会長が観戦記を詳し

く掲載してくれていますので、ご一読下さい。

本当にご協力ありがとうございました。

暑くて暑くてうだる様な猛暑日が続いた 7 月。そし長

い長いと感じた 7 月。（私だけか・・・？）がやっと過ぎ、

月が変わり 8 月に入りました。

ロータリーでは、8 月は会員増強月間です。地区もク

ラブも増強委員会の活動が始まっています。我々ク

２０１３年８月９日（金）第２１４９回（８月第２例会）

ラブも 7 月 30 日（火）に第一回増強委員会が開催さ

れました。初回と言うことで、顔合わせでもあり食事を

取っての委員会でしたが、皆が情報を持ち合い色々

と協議されました。すでに委員会は増強に動いてい

ます。本年度は早々に 3 名の新会員を迎える事が出

来ましたが、これは前年度からの申し送りで、名畑直

前会長のご協力に感謝しています。ありがとうござい

ました。本年度の増強は、これからが本番だと思って

います。増強だ、会員拡大だと言っても難しいものが

あります。ロータリーは、時間とコストが掛かります。

入会してもらうには、まずロータリーを知って貰い理

解して貰わなくてはなりません。ロータリーに関心を

持って貰うにはロータリーの理想である「奉仕」奉仕

活動を常に地域社会にとって意義有るものにし、プ

ロジェクトと奉仕活動について効果的に知って貰う広

報、ＰＲする必要が有ると思います。そして、私達会

員は、ロータリーは素晴らしい。ロータリーは楽しい。

ロータリーは誇らしい。と言う共通の思いが必要では

ないでしょうか。これがなければ会員増強は、かなわ

ないのではないかと思っています。本年度の増強目

標は、純増5 名以上。増強委員長が揚げる「60 名ク

ラブ」を目指して全会員で頑張りましょう。数は力で

す。数は強いです。数は「超我の奉仕」に繋がります。

皆様のご協力を宜しくお願い致します。

幹事報告 幹事 加藤久仁明君

審議内容

第 1 号議案：7 月一般会計報告書承認の件

第 2 号議案：第 1 回親睦ゴルフ承認の件

第 3 号議案：インタアクトクラブ協力金承認の件

¥154,000 円

第 4 号議案：第 33 回福祉のつどい参加承認の件

(サボテン事業)



第 5 号議案：.福祉のつどい参加に伴う例会変更の

件

11 月 15 日例会を 11 月 2 日に(土)に変更

上記審議事項すべて可決承認

①姉妹都市市民の会会員募集の件

②ニュートンの林檎の木の分譲依頼文の件

③フィリピンセブ島水洗トイレメンテナンス契約

書の件

④ガバナー訪問例会の件

：2013 年 9 月 30 日 12：30～

場所：キャッスルプラザホテル

⑤ 地区第 11 回 RCC 交流会議

：2013 年 9 月 19 日(木)16：00～

場所：名鉄グランドホテル 11 階

出席義務者：社会奉仕委員長和田了司君

◎例会変更のお知らせ

名古屋名北 ８月２８日 (水) ８月２７日 (火) 1２：３０

ＲＣ ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問の為東急ホテル

名古屋アイリス ８月２８日 (水) ８月２７日 (火) 1２：３０

ＲＣ ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問の為東急ホテル

一 宮 中 央 ８月２８日 (水) ８月２５日 (日)

ＲＣ 鵜飼見物の為 関市小瀬

名古屋城北 ８月２７日 (火) ８月２７日（火）

ＲＣ 合同家族会のため 未定

名古屋空港 ８月２６日 (月) ９月１日（日）

ＲＣ 防災訓練の為

名古屋清須 ８月２７日 (火) ８月２８日（水）

ＲＣ ガバナー公式訪問の為

名古屋守山 ８月２８日 (水) ８月２７日（火）１２：３０

ＲＣ ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問の為東急ホテル

名 古 屋 葵 ８月２９日 (木) ８月２７日（火）１２：３０

ＲＣ ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問の為東急ホテル

名 古 屋 北 ８月３０日 (金) ８月２７日（火）１２：３０

ＲＣ ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問の為東急ホテル

羽 島 ８月２７日 (火) ８月２４日（土）１７：００

ＲＣ 家族会の為 名鉄犬山ホテル

出席報告 委員長 伊藤 一裕君

会員 54名 欠席 14 名 出席率92.6%

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

○やぁっと、出席しました。真面目に出るつもり

です。 亀谷 鉦一君

○初孫が昨日生まれました。 加藤 宗生君

○先日、ザ・アイスで浅田真央さんと握手してき

ました。とても幸せな人になりました。ＹouTube

で是非見てください。 志水ひろみ君

○卓話をさせて頂きます。 加藤久仁明君

○地域密着型の特別養護老人ホーム「ハートシテ

ィー中濃の杜」が竣工し今月より開所いたしまし

た。 小川 長君

○家内に誕生日のお花をありがとうございました。

近藤 太門君

○富士山頂より無事下山できた喜びで。

青山 博徳君

○卓話を聞く喜びで。 屋嘉比良夫君

浅井 瀧治君 磯野 俊夫君 伊藤 一裕君

太田 弘道君 大畑 一久君 岡嶋 良樹君

加藤 茂君 風岡 保広君 河村 哲也君

貴田 永克君 北 健司君 清水 勲君

社本 太郎君 宅間 秀順君 名畑 豊君

中川 健君 長谷川英輝君 古屋 義夫君

森田 誠君 松尾 隆徳君 山田 倫章君

和田 了司君

○ご協力ありがとうございます。 成瀬 浩康君

卓話 加藤久仁明君

ここ数年、新しい会員が、増えましたので春日

井 RC の組織についての話と、本来、7 月中に於

いてクラブフォーラムを実施し、各委員長に今年

の事業計画をクラブ計画書に基づきお話をして頂

く予定でしたが、7 月のプログラムが過密で、出

来ませんでしたので、幹事の私が委員長に代わり、

クラブ計画書に基づき話をさせて頂きます。

まず春日井RCの組織に付いてですが、私が RC

に入会した折、中々理解する事が出来ませんでし

た。と言うのも組織と言うのは、元来、会長を頂

点として綺麗なピラミット型になっている物だと

いう先入観が在りました。RC の組織は確かに会

長が頂点にいますがその下に５大奉仕が横並びに

在り、その中でもクラブ奉仕委員会が、半分を占

めています。予算においてもクラブ奉仕委員会傘

下の親睦活動委員会が大きな予算を持っています。

これは RC の基本の会員の親睦を深める事が大前

提である為良いのですが、新入会員の頃は不思議

な違和感を感じていました。RC の組織はクラブ

によっても違います。皆さんが他のクラブにメイ

キャップに行くと、春日井 RC の例会は、会場委

員会が進行していますが、大半の他クラブの例会

は SAA が進行しています。組織的にも会場委員

会は、SAA 傘下の委員会であり、春日井 RC はク

ラブ奉仕委員会の傘下の委員会に属しています。

これは別におかしい訳ではなく、クラブの長い歴

史の中で出来上がった事ですので、他クラブに行

った時に、おかしいと思わないで下さい。次に理

事役員会の構成ですが、理事と役員と別れている

事が、入会当時は、わかりませんでした。今まで



色々な役を経験させて頂き、わかった事は、理事

は事業を企画運営する立場であり、いわゆる市議

会に於いての役所の各部の長、役員はその事業を

行っても良いと認める市議会議員の立場であると、

思って頂ければ解ると思います。

委員長になりますと、地区の委員会に出席をす

る機会が有りますが、地区の委員会の事業と春日

井 RC の事業が違う事があります。例を挙げると、

警察、消防、自衛隊の表彰は、春日井 RC は職業

奉仕委員会が担当して居ますが、地区他クラブに

於いては、社会奉仕委員会が、担当して居ること

が大半です。これも先ほど申した様に、お互いの

クラブの歴史の中で培われた事ですので、行って

いる事は同じですので、深く考えないほうが良い

と思います。各 RC クラブは、独立した団体であ

りますが、RI の定めた基本的な定款に基づき、各

クラブの定款と細則、内規を作成していますので、

世界や地区の RC の活動からかけ離れた事業や活

動は、していません事を理解して下さい。

今年は、春日井 RC は 45 周年の年です。2014

年 4 月 11 日に、式典、懇親会を予定しておりま

す。その前後に春日井市民向けに記念イベントも

考えております。現状の組織とは別に、45 周年の

組織をクラブ計画書に付けておりますので参照し

ご協力をお願い致します。

次回、クラブ計画書に基づき、各委員会の事業

計画を説明します。

会長挨拶

卓話 加藤久仁明君


