
家族月間 
１２月２０日（金） １２月２７日（金） １月３日（金） １月１０日（金） 
年忘れ家族会 休会 休会(正月三が日) 理事役員会 11：30 
マリオットアソシアホテル   クラブ協議会 13：30 

例

会

予

定 17 時 30 分受付 18 時例会   新年祝賀例会 
  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    「よろこびの歌」 

・ビジター紹介         屋嘉比良夫君 

・食事・歓談 
・委員会報告 
・祝 福 
・卓 話   風岡 保広君   成瀬 浩康君 

・幹事報告           加藤久仁明君 

・点 鐘            屋嘉比良夫君 

 

今月の歌 

よろこびの歌 

     はれたる 青空 ただよう雲よ 

     小鳥は歌えり 林に森に 

     心はほがらか 喜びみちて 

     みかわすわれらの 明るきえがお 

 

今月の祝福 

会員誕生日 
 3日 加藤 宗生君   17日  場々大刀雄君 
21日 風岡 保広君    26日  野浪 正毅君 

 

 夫人誕生日 
 7 日 山田 倫章君・紀子さん 
30日 松尾 隆徳君・節子さん 

 

結婚記念日 
24 日 岡嶋 良樹君 

 
 

２０１３年１２月１３日（金）第２１６６回（１２月第２例会） 

 

アテンダンス表彰 

１７ヶ年     山田  治君 

７ヶ年      杉山 孝明君 

４ヶ年      峠 テル子君 

１ヶ年      古屋 義夫君 

 

先週の記録 

 

会長挨拶      会長   屋嘉比良夫君 

本日は 12 月第 1 例会です。次年度クラブ役員

を選出する年次総会が、この後開催いたします。

指名委員会が推薦し理事役員会で承認され、この

年次総会で承認されて指名を受ける訳です。指名

された会員は特別な事情が無い限りどうか快くお

引き受け頂きます様お願いを致します。 
そして 12 月はロータリーで言う家族月間です。

例年の恒例事業ですが、今年も親睦委員会のお世

話を頂き「年忘れ家族会」を 12 月 20 日（金）に

マリオットアソシアホテルで開催致します。春日

井ＲＣでは年間に家族会と称する事業はいくつか

有りますがこの「年忘れ家族会」が家族会のメイ

ンだと思います。会員同士の親睦と親交を深め、

家族とは絆と信頼を深め、より以上にロータリー

を理解して頂ける会だと思っています。本年度は、

春日井ＲＣは、45 周年記念年と言うことで、あれ

これとロータリーの奉仕活動を行っていますが、 
この活動が出来るのも、ご家族のご理解とご協力

が有ってこそ。であります。12 月は、私は「家族

に感謝する月間」と思っています。家族に感謝致

しましょう。年忘れ家族会では日頃お世話になっ

ている家族の皆さんに、私共会員が「おもてなし」

しようではありませんか。 



幹事報告      幹事   加藤久仁明君 

第 6 回理事役員会報告 日時：2013 年 12 月 6 日

（金）審議内容 
第 1 号議案：11 月一般会計報告承認の件 
第 2 号議案：2014~2015 年度理事役員承認の件 
第 3 号議案：下半期年会費承認の件  
¥160,000 円 
第 4 号議案：45 周年事業予算振替・特別会費承認

の件 ¥20,000 円 
第 5 号議案：11RC IM 登録料全員登録承認の件 

¥10,000 円 
第 6 号議案：新入会員 芝田貴之君入会承認の件 
第 7 号議案：次年度地区委員会指名・推薦者承認

の件 
広報委員会：志水ひろみ君 社会奉仕委員会 
：中島宗幸君 ：国際奉仕委員会：峠テル子君  
RC 財団委員会：名畑豊君 
第 8 号議案：セブ島水洗トイレ贈呈式・派遣団募

集承認の件 
第 9 号議案：セブ RC＝春日井 RC＝サンマルセリ

ノ RC 友好 RC 締結の件 
第 10 号議案：職場見学例会承認の件  
H26・2・28 トヨタ博物館 
協議事項：第 1 号議案：塚本兼光君、藍綬褒章授

与に対するお祝いの件 １月第１例会でお祝いを

し、記念品を渡す 
上記審議事項すべて可決承認 
 

◎例会変更の案内 

羽 島 12月 24日(火) 12月 23日（月) 17：30 

   ＲＣ 家族会の為岐阜グランドホテル

尾 張 旭 １２月２０日(金) １２月１９日(木) 18：00

   ＲＣ 家族会の為ザパークバンケット

名古屋守山 １２月２５日(水) １２月２５日(水)  

   ＲＣ 家族会の為 マリオットアソシアホテル

豊 田 東 １２月１８日(水) １２月１８日(水) 18：30

   ＲＣ 家族会の為 トヨタキャッスル

 

◎例会休会のお知らせ 

○名古屋アイリスＲＣ１２月２５日（水）は休会 

○岩倉ＲＣ     １２月２４日（火）は休会 

○名古屋丸の内ＲＣ １２月２６日（木）は休会 

○江南ＲＣ     １２月２６日（木）は休会 

○名古屋和合ＲＣ  １２月２５日（水）は休会 

○一宮中央ＲＣ   １２月２５日（水）は休会 

○名古屋葵ＲＣ   １２月２６日（木）は休会 

 

◎ビジター紹介   会長   屋嘉比良夫君 

○愛知長久手ＲＣ       白石政二郎君 

    〃           富田 盛義君 

出席報告        委員長  伊藤 一裕君 

会員 56 名 欠席 8 名 出席率 85.7%

先々週の修正出席 欠席 2 名 出席率 96.4%

 

ニコボックス報告    委員長   成瀬 浩康君 

○先週はご心配とご迷惑をおかけしました。加藤

先生、お世話になりありがとうございました。 
             屋嘉比良夫君 

○年次総会よろしくお願いします。次年度もよろ

しく！！            加藤久仁明君 
○山口さんの元気な姿をクリスマス家族会で見ら

れるのが楽しみです。      亀谷 鉦一君 
○６ヶ月ぶりに投稿したのがロータリーの友に掲

載されました。         宅間 秀順君 
○年次総会お疲れ様です。    近藤 太門君 
○よろしかったら JTB カレンダーお持ち帰り下

さい。             伊藤  純君 
○伊藤純君お世話になりました。 小川  長君 
○今日も感謝で！！       青山 博徳君 
○よろしく！          速水 敬志君 
○次年度理事役員の皆さんよろしくお願いします。 
足立 治夫君  磯野 俊雄君  梅田 英夫君  

大橋 完一君  太田 弘道君  岡田 義邦君  

岡嶋 良樹君  加藤  茂君  風岡 保広君    

加藤 宗生君  貴田 永克君  北  健司君    

社本 太郎君  峠 テル子君  中島 宗幸君  

名畑  豊君  中川  健君  野浪 正毅君    

長谷川英輝君  林  憲正君  蓮野 美廣君  

場々大刀雄君  古屋 義夫君  森田  誠君    

山田  治君  和田 了司君 
○ご協力ありがとうございます。 成瀬 浩康君 

 
次年度会長挨拶        加藤久仁明君 

 只今は、次年度理事役員を承認頂き有り難う御

座いました。まだ次年度に関しての考えは、白紙

に近い状態で有りますが、次の事だけはやらなく

てはいけないと思っています。一つ目は、組織の

変更 例会担当の委員会は、クラブ奉仕委員会の

中に集約されていますが、本来の SAA に入れ、

クラブ奉仕委員会の一極集中を分けます。組織変

更は、今年の理事役員会で提案させて頂きます。 
 次に昨年より行っている、サボテン事業、あし

なが事業は、継続して行います。出来れば、もっ

と拡大して５０周年まで続けて行きたいと思って

います。 
三点目として、ロータリーの森の整備、５０周

年にニュートンの林檎の木の接ぎ木が出来る様に、

林檎の木を 2～3 本植樹いたします。 
 後に、地区補助金を使う事業を企画し実行し

ていきたいと思っています。地区補助金の申請は、

来年２月末までですので、良い案がある方は、私

か、近藤幹事まで、ご提案下さい。４５周年の事



業が今後たくさん残っていますので、次年度理事

役員の方には、始まりが遅れ迷惑を掛けますが、

短期集中で事業計画を立てますので宜しくお願い

します。 

２０１４～２０１５年 理事・役員 

理事・役員      加藤久仁明 

  〃       蓮野 美廣      

〃       山田  治 

〃       志水ひろみ 

役   員     近藤 太門 

〃       長谷川英輝 

〃       名畑  豊 

〃       森田  誠 

理   事     太田 弘道 

〃       大畑 一久 

〃       伊藤 一裕 

〃       加藤 宗生 

〃       中川  健 

役   員     成瀬 浩康 

〃       宅間 秀順 

〃       社本 太郎 

  〃 直前 会長 屋嘉比良夫 

 
会長挨拶 

 
次年度会長挨拶 

 

 
次年度理事役員の面々 

 

愛知長久手 RC IM ご案内 

 


