
ロータリー親睦活動月間 
例

会

予

定 

６月２７日（金） ７月４日（金） ７月１１日（金） ７月１８日（金） 
休会定款６－１ 理事役員会 11：30 クラブフォーラム 祝福 
 クラブ協議会 13：30  卓話 山田 治君 
 全員協議会  卓話 近藤太門君 

  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  「奉仕の理想」 

・今月の歌      「故郷」 

・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   
・ＩＤＭ 
・幹事報告           加藤久仁明君 

・点 鐘            屋嘉比良夫君 

 

今月の歌 

故郷 

うさぎ追いし かの山 

      小鮒つりし かの川 

      夢は今も  めぐりて 

      忘れがたき  故郷 

 

先週の記録 

幹事報告      幹事   加藤久仁明君 

① 2014~2015 年度地区ロータリー財団 
セミナー  
2014 年 7 月 11 日(金)12：45~ 受付 11：30~  
場所：名鉄グランドホテル  
出席義務者：次期社会奉仕副委員長：青山博徳君 
② 2014~2015 年度地区会員増強セミナー 
2014 年 7 月 25 日(金)15：00~  
場所：名古屋国際センター別棟ホール  
出席義務者：次期会長：加藤久仁明君 
③ 春日井交響楽団賛助会員募集のお願い 
：個人会員：¥3,000 円 法人会員：¥10,000 円  

２０１４年６月２０日（金）第２１８９回（６月第３例会） 
 
詳細は春日井商工会議所事務局まで 
④レーガン ホワイト君ビジネスコンサルティン

グのご案内：詳細は事務局まで 
◎ビジタフィー変更のご案内 
○名古屋北ＲＣ 

○名古屋千種ＲＣ 

○名古屋大須ＲＣ 

７月１日より４，２００円に変更 

○名古屋名駅ＲＣ 

７月１日より、立食・和食・洋食４，０００円 

カレー・３，０００円 

◎例会休会のお知らせ 
○尾張旭ＲＣ    ６月２７日（金）は休会 

◎ビジター紹介   会長   屋嘉比良夫君 

○瀬戸ＲＣ           加藤 陽一君 

出席報告        委員長  伊藤 一裕君 

会員 58名 欠席 20 名 出席率80% 

先々週の修正出席 欠席 2名 出席率97% 

 

ニコボックス報告    委員長   成瀬 浩康君 

○峠さんの応援に参上しました。 
           瀬戸RC 加藤 陽一君 
○祝福の皆さんおめでとうございます。松尾さん

の卓話楽しみにしています。  屋嘉比良夫君 
○卓話をさせていただきます。  松尾 隆徳君 
○今日は宜しくお願いいたします。峠 テル子君 
○本日誕生日です。58 歳になりました。 

加藤久仁明君 
○誕生日の祝福を受けて。    山口 由起君 
○祝福の皆さんおめでとうございます。 

近藤 太門君 
○プレミアム付サボテン商品券完売しました。 

青山 博徳君 



○祝福の皆さんおめでとうございます。卓話を聞

く喜びで。 
足立 治夫君  磯野 俊雄君  梅田 英夫君  

小川  長君  岡田 義邦君  岡嶋 良樹君     

加藤  茂君  風岡 保広君  河村 哲也君  

加藤 宗生君  北  健司君  清水  勲君  

芝田 貴之君  社本 太郎君  杤本 正樹君  

中島 宗幸君  名畑  豊君  林  憲正君  

速水 敬志君  蓮野 美廣君  古屋 義夫君  

日比 雄将君  森田  誠君  山田  治君  

山田 倫章君   
○ご協力ありがとうございます。 成瀬 浩康君 

 

卓話           峠 テル子君 

1、 プログラム奉仕委員会活動報告   
 皆様、プログラム奉仕委員会活動にご協力頂き 
まして本当に有難うございました。 
本年度、ほとんどの諸先輩方へ卓話のお願いを 

致しました。体の調子が悪いとかでお断りされた 
方もありましたが、33 名の諸先輩方から伝統ある 
春日井ＲＣを築き育てて来られた、その歩みと後 
輩たちへの今後の期待をご教示頂きました。 
お陰様で私達入会 7 8 年の者に取りましてＲＣ 
とは何かをおぼろげながらにも掴む事が出来たよ

うに思います。体調のすぐれぬ先輩の御快復を祈

願し、皆様のご協力の元、充実した当年度プログ

ラム奉仕委委員会活動が出来ましたことを感謝致

します。 
２、2014 年度国際ＲＣ年次大会に参加して 
 2014 年 6 月 1 日にオーストラリアのシドニー 
で開催したロータリー国際大会に参加させてきま

した。ご一緒させて頂きましたのは、瀬戸ＲＣの

3 名、瀬戸北の 2 名と私の 6 名で 5 月 29 日～6 月

3 日の 6 日間を共に行動させて頂きました。この

素晴らしい瀬戸ＲＣ、瀬戸北ＲＣの皆様方との 6
日間は「ロータリーアン」を学ぶ絶好のチャンス

でありました。初めて出会ったロータリーアンと

の深い友情を実感し、この感動に出合うために来

年のブラジル・サンパロウ国際大会も私は参加さ

せて頂く事にしました。 
・2013-2014 年国際ロータリーの「ロン・バート 
ンＲＩ会長」のテーマは≪ロータリーを実践して 
みんなに豊かな人生を≫です。 
・そして、ロータリー国際大会への参加の意義は、 
【国際大会への参加を通じて、ロータリーが世界 
に与えている影響を肌で感じ、クラブや地区が取 
り組む奉仕の質を高める方法を学ぶ】とあります。 
・6 月 2 日の小分科会「ＲＹＬＡロータリー青少 
年指導者養成プログラム」に私は、瀬戸北ＲＣの 
平尾 節子先生と参加し各国の方々と一緒に勉強

させて頂きました。ＲＹＬＡは、次世代を担う指

導者を養成します。 

卓話             松尾 隆徳君 

 「私のロータリー考」 
１．社会が期待するロータリー会員とは。 
 地域に於けるそれぞれの職業を代表する職業人

で、正義を愛し、地域社会の平和実現に向けて実

践を重ねる恵まれた身分の紳士・淑女。 
２．ロータリー会員は上記の自覚が必要 
３．ロータリー会員の思考・行動の源 
 日本の武士道、ヨーロッパ騎士道の規律。ノー

ブルス・オブリジェ（高い身分には道徳上の義務

が伴う）。天下国家の大難に対しては率先して命を

捧ぐ。利他の心。 
４．ロータリー会員の行動 
（イ）ロータリーは修養・奉仕の場で遊びの要素

は少ない。 
（ロ）思考の人より実践の人。 
（ハ）才能の人より徳の人。 
（二）利己ではなく利他の人。世のため、人のた

めの人生。 
（ホ）雇用を通して社会に貢献。 
（ヘ）自己責任の堅持 
５．団体としてのロータリークラブ 
 個である会員の活動・行動が尊重され、その集

積が集団としてのクラブ。故に集団としてのクラ

ブの意思にもとづく行動は極力、抑える。 

 

会員誕生の皆さん 

 

卓話 松尾 隆徳君 

 

卓話 峠 テル子君 


