
 

ロータリー意識高揚月間 
７月２５日（金） ８月１日（金） ８月８日（金） ８月１５日（金） 

家族会 理事役員会 11：30 クラブ協議会 13：30 休会定款６－１ 
ナゴヤドーム 卓話 名妓連 ガバナー補佐訪問  

例

会

予

定 18:00 試合開始 名古屋の芸妓さん 加藤令吉君  
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クラブテーマ 

春日井市道風記念館

植物園 ニュートンのリンゴの木

本日のプログラム 
           司会   和田 了司君 
・点 鐘            加藤久仁明君 

・ROTARY SONG    「我らの生業」 

・今月の歌     「夏の思い出」 

・ビジター紹介         加藤久仁明君 

・食事・歓談 
・委員会報告 
・祝福 
・卓 話   山田  治君   近藤 太門君 

・幹事報告           近藤 太門君 

・点 鐘            加藤久仁明君 

 

今月の歌 

夏の思い出 

夏がくれば 思い出す 

はるかな尾瀬 遠い空 

霧の中に うかびくる 

   やさしいかげ 野のこみち 

みずばしょうの花が さいている 

   夢みてさいている 水のほとり 

   しゃくなげ色に たそがれる 

   はるかな尾瀬 遠い空 

  今月の祝福 

会員誕生日 
1日 近藤 太門君    3日 加藤  茂君 

11日 岡田 義邦君      13日 北  健司君 

17日 古屋 義夫君      21日 山田  治君 

22日 青山 博徳君      31日 志水ひろみ君 

 

夫人誕生日 
8日 宅間 秀順君・裕美子さん 

15日 山口 由起君・澄江さん 

２０１４年７月１８日（金）２１９２回（７月第３例会） 

 

16日 中島 宗幸君・晴美さん 

24日 近藤 太門君・八重子さん 

25日 場々大刀雄君・みづえさん 

26日 早川 八郎君・和代さん 

30日 岡田 義邦君・孝子さん 

31日 和田 了司君・維希子さん 

 

結婚記念日 
12日 河村 哲也君 

 

アテンダンス表彰 

１６ヶ年     名畑  豊君 

１５ヶ年     志水ひろみ君 

１４ヶ年     北  健司君 

４ヶ年      伊藤 一裕君 
〃       宅間 秀順君 

１ヶ年      青山 博徳君 
 〃       岡嶋 良樹君 
 〃       山田 倫章君 

先週の記録 

 

会長挨拶       会長  加藤久仁明君 

台風8号が沖縄から北海道まで日本列島を横縦断

し、各地で被害をもたらしました。この件に付い

て、国際ロータリー日本事務局より、緊急メール

が届きました。内容は、「非常に強い台風 8 号接

近しています。通常例会は、警報が出なければ、

休会が出来ませんでしたが、今後は台風などの自

然災害を回避するための休会の判断は、気象に関

する地区別警報を基準とすることなく、各クラブ

の判断に任せます。」との例会を休会にする判断に

ついてとの内容でした。 



本来、災害等の例会の休会は、当日何かの警報が

出されている時に休会にされていました。春日井

ロータリークラブの歴史の中でも過去の 30 年前

に一度、休会にした事があったそうです。しかし

今回ゆっくりと進む台風 8 号に対して、九州方面

のクラブから国際ロータリー日本事務局に多くの

問い合わせがあり、慌てて、各クラブに休会の緊

急メールを配信したものと思われます。台風 8 号

が、当クラブの例会中にこの地方に最接近すると

の予想の中、会長、幹事、事務局と共に相談し、

前日まで休会にする事に決めていましたが、幸い

台風の進路が早くなり、休会にしなくても良くな

りました。今日の予報では新たに同じ所で台風が

発生しそうで来週の例会日に来るかもしれません。

今年は、多くの台風等の自然災害が発生しそうで

す。この様な状況の中、今後の例会休会の判断は、

会長幹事にお任せ下さい。 
 
幹事報告      幹事   近藤 太門君 

地区からの連絡 
1. 地区内情報委員長会議  
１４年 8 月 21 日（木）13：30～ 
名鉄グランドホテル 11 階  
出席義務者 清水勲君 
2. 第一回地区社会奉仕委員長会議  
14 年 7 月 18 日（金）15：00～18：00 
ガバナー事務所 会議室 
出席義務者 中島宗幸君 
3．第一回地区国際奉仕委員長会議  
14 年 8 月 1 日（金）15：30～19：00 
名鉄グランドホテル 11 階 宴会場 
出席義務者 地区委員 峠 テル子君 
国際奉仕委員長 加藤宗生君 
４．東尾張分区、会長、幹事会   
14 年 8 月 10 日（日）１７：00～ 
名鉄犬山ホテル 2Ｆ「孔雀の間」 
出席義務者 加藤会長、幹事、事務局志水  
5. ガバナー事務所からの依頼  
１１月 21日にガバナーの公式訪問がありますが、 

訪問時「スナップ写真」を数枚写してほしいとの

依頼がありましたので、会報委員さん方でお願い

します。 
6. 昨年度の 45 周年の記念品として、友好クラブ

の「南釜山ロータリークラブ」にお送りしました

が、先日、先方様よりお礼状をいただきました。 
 
◎例会変更の案内 
瀬 戸 北 ７月２２日(火) ７月２４日(木)  

   ＲＣ 夜間例会の為 グレイセル 

瀬 戸 ７月２３日(水) ７月２７日(日)  

   ＲＣ 親睦例会の為 川本 

名古屋アイリス ７月３０日(水) ７月３０日(水) １８：００

   ＲＣ 夜間例会の為 香楽 

名古屋名北 ７月３０月(水) ７月３０日(水) 

   ＲＣ 夜間例会の為アパホテル 

愛 知 長 久 手 ７月２２日(火) ７月２２日（火) 

   ＲＣ 例会場都合の為 華野 

尾 張 旭 ７月２５日(金）７月２６日（土）18：00 

   ＲＣ 夜間例会の為 わたなべ 

名 古 屋 北 ７月２５日(金）７月２４日（木）１７：30 

   ＲＣ ＩＤＭの為スーパードライ名古屋 

岩 倉 ７月２２月(火) ７月２０日(日)６：００ 

   ＲＣ 早朝例会の為 向陽寺 

 
◎例会休会のお知らせ 

○名古屋清須ＲＣ ７月２９日（火）は休会 
○小牧ＲＣ   ７月３０日（水）は休会 
○岩倉ＲＣ   ７月２９日（火）は休会 
○瀬戸北ＲＣ  ７月２９日（火）は休会 

○瀬戸ＲＣ   ７月３０日（水）は休会 

 

◎ビジター紹介   会長   加藤久仁明君 

○名古屋空港ＲＣ  栗田  和典君 

   〃      稲熊  正徳君 

○名古屋城北ＲＣ  服部  智謙君 

   〃      長谷川 幸正君 

 

出席報告        委員長  伊藤 純君 

会員 56 名 欠席 18 名 出席率 67.3%

先々週の修正出席  ―   ― 

 

ニコボックス報告    委員長   古屋 義夫君 

○名古屋空港 RC     会長 栗田 和典君 
             幹事 稲熊 正徳君 
○名古屋城北 RC     会長 服部 智謙君 
             幹事 長谷川幸正君 
○全員協議会よろしくお願い致します。 

加藤久仁明君  
○今日もよろしくお願いします。 亀谷 鉦一君 
○母ちゃんへ誕生日祝いの花ありがとう。    

宅間 秀順君 
○前々回ニコニコ賞を頂きまして 加藤  茂君  
○名古屋空港ロータリーと名古屋城北ロータリー

の会長、幹事さんようこそおいでくださいまし

た。             近藤 太門君    

○台風、無事でなにより     松尾 隆徳君    

○子供が関ロータリークラブに入会しました。 

小川  長君 
○ホームクラブ 100％出席を目指して！本日 2 日

目。             山田  治君 



○本日もよろしくお願いします。         
足立 治夫君  磯野 俊雄君  太田 弘道君  

大畑 一久君  岡嶋 良樹君  風岡 保広君    

加藤 宗生君  貴田 永克君  北  健司君        

志水ひろみ君  芝田 貴之君  峠 テル子君  

中島 宗幸君  成瀬 浩康君  長谷川英輝君  

林  憲正君  速水 敬志君  蓮野 美廣君  

場々大刀雄君  古屋 義夫君  日比 雄将君  

森田  誠君  屋嘉比良夫君  山田 倫章君  

和田 了司君 
○ご協力ありがとうございます。   古屋義夫 

 
名古屋空港 RC 栗田 和典会長 ご挨拶 

 

 

名古屋城北 RC 服部 智謙会長 ご挨拶 

 

 

成瀬 浩康君 親睦活動委員長挨拶 

 

 

宅間 秀順君 プログラム委員長挨拶 

 

 

 

屋嘉比 良夫君 直前会長挨拶 

 

 

 

伊藤 純君 出席委員長挨拶 

 



 

古屋 義夫君 ニコボックス委員長挨拶 

 

 

 

風岡 保広君 会員増強委員長挨拶 

 

 

 

中島 泉君 職業分類委員長挨拶 

 

 

加藤 茂君 会員選考委員長挨拶 

 

 

 

峠 テル子君 環境保全委員長挨拶 

 

 

 

磯野 俊雄君 監査委員長挨拶 

 


