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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  「われら日本のロータリアン」 

・今月の歌      「紅葉」 

・ビジター紹介         加藤久仁明君 

・食事・歓談 
・委員会報告 
・会長挨拶           加藤久仁明君 
・夜間例会 

・幹事報告           近藤 太門君 

・点 鐘            加藤久仁明君 

 

今月の歌 

紅葉 

秋の夕日に  照る山紅葉 
濃いも薄いも 数ある中に 

松をいろどる 楓や蔦は 

山のふもとの 裾模様 

先週の記録 

 

幹事報告      幹事   近藤 太門君 

ケローナからの青年大使のブルック・マップスト

ーンさんとリンダ・スワンソンさんには遠くから

「春日井祭り」にお越頂き、又、当クラブの例会

にも、お顔をみせていただきありがとうございま

した。 
では、幹事報告をさせていただきます。 
地区より 

※第1回地区社会奉仕委員長会議が開催されます。

日時は 14 年 10 月 30 日（木） 
受付は 14：30 分から、場所は名鉄グランドホテ

ル 11 階 柏の間です。 
出席義務者は伊藤一裕君です。 

２０１４年１０月２４日（金）２２０５回（１０月第４例会） 
 
※広報・ＩＴ委員さんにクラブのホームページへ

「ロータリー文庫」のリンクをしてほしいと要望

がきています。一度ご検討下さい。 
※分区から「現会長、幹事、次期会長幹事会」の

会議への招集がありました。 
日時は 10 月 21 日（火）午後 6 時からです。中区

の国際ホテルです。出席者は加藤会長、幹事、志

水ひろみ会長エレクト、長谷川英輝副幹事です。 
※菊花大会実行委員会から「春日井ロータリー会

長賞」を渡して下さいとの要請が来ています。日

時は 11 月 9 日（日）午前 11 時から、市役所 1 階

市民ホールです。 
加藤会長授与式出席お願いします。 
 次週予告です。次週 24 日は夜間例会です。午

後 6 時からです。場所はここ勝川プラザです。 
 

◎例会変更の案内 
瀬 戸 １１月５日(水) １１月３日(月祝)  

   ＲＣ ＷＦＦの為 ＷＦＦ会場 

愛知長久手 １１月４日(火) １１月３日(月祝)  

   ＲＣ ＷＦＦの為 ＷＦＦ会場 

名古屋城北 １１月４日(火) １１月１日(土) ～3日（月祝）

   ＲＣ ＷＦＦの為 ＷＦＦ会場 

 

◎ビジター紹介    会長  加藤久仁明君 
○ケローナ青年大使 
レディ・オブ・ザ・レイク 
ブルック・マップストーンさん 

○ケローナ・オゴポゴ・ロータリークラブ 
リンダ・スワンソンさん 

○中部電力春日井営業所 
（通訳係）内村 友美さん  



出席報告        委員長  伊藤 純君 

会員 58 名 欠席 19 名 出席率 67% 

先々週の修正出席 欠席 1 名 出席率 99% 

 
ニコボックス報告    委員長   古屋 義夫君 

○ケローナの皆様ようこそ春日井へ             
加藤久仁明君 

○祝福を受ける喜びで      岡田 義邦君 
○結婚記念の祝福をいただいて  社本 太郎君 
○本日、86 歳になりました    足立 治夫君 
○結婚祝いを受けた喜びで    小島 啓冶君 
○ケローナ青年大使のお話を楽しみにしています 
                近藤 太門君 
○レディオブザレイクをお迎えする歓びで 
                山田 倫章君 
○ケローナの皆様と御会い出来て光栄です 
                古屋 義夫君 
○ケローナのおふた方をお迎えして 
                松尾 隆徳君 
○ケローナ大使の訪問を歓迎して 貴田 永克君 
○ケローナのお二人を歓迎します 山田  治君 
○祝福の皆様、おめでとうございます 
                屋嘉比良夫君 
○ケローナ大使を歓迎します   加藤  茂君 
○ケローナの皆様ようこそ    伊藤 正之君 
○祝福の皆様おめでとう     和田 了司君 
○何時も有難うございます    大橋 省吾君 
○春日井祭りラーメン横丁の成功を願って 
                青山 博徳君 
○内村さん通訳頑張って！！   日比 雄将君 
○今日も宜しくお願いします 
磯野 俊雄君  伊藤 一裕君  大畑 一久君    

岡嶋 良樹君  風岡 保広君  河村 哲也君      

北  健司君  志水ひろみ君  芝田 貴之君        

杤本 正樹君  宅間 秀順君  峠 テル子君     

成瀬 浩康君  早川 八郎君  速水 敬志君  

蓮野 美廣君  場々大刀雄君 
○ご協力有難うございます    古屋 義夫君 
 
ご挨拶    ブルック マップストーンさん 

 

こんにちは。わたしはミスケローナのブルック・

マップストーンといいます。数か月前、ケローナ

青年大使になる機会に恵まれました。今日はケロ

ーナ市の代表としてこの場に出席できて光栄に思

います。 
この数か月間、私は青年大使としてカナダの西エ

リア、アメリカのワシントン州をまわり、そして、

日本の姉妹都市の春日井を訪れることになりまし

た。 
また私は、個人的なつながりを通して、地元イベ

ントでボランティア活動もしています。 
みなさん、本日はお招きいただきありがとうござ

います。 
 
ご挨拶       リンダ・スワンソンさん 

 
みなさんこんにちは。ケローナ・オゴポゴ・ロー

タリーから来ました、リンダです。素晴らしい日

本、そして春日井に来ることが出来て大変光栄で

す。私たちのロータリークラブは 60 名ほどです

が、その半分は女性です。春日井ロータリークラ

ブには現在女性が 2 名と伺いましたので、次に皆

さんにお会いするときに、半分にまで女性メンバ

ーが増えていると、とても嬉しいです。 
今日は、私たちケローナのロータリークラブが長

年からサポートしているカナダ空軍の曲芸飛行チ

ーム『スノーバーズ（ユキホオジロ）』の DVD を

お土産として持参しました。空中に煙幕で描く姿

はとても素敵です。是非ご覧ください。ありがと

うございました。 

 



 

 
スノーバーズの曲芸飛行 

 

 
８６歳誕生祝福 足立 治夫君 

 
祝福 結婚記念日の皆さん 

 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ケローナ青年大使を囲んで 


