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ニュートンのリンゴの木 ニュートン科学館 

本日のプログラム 
           司会   青山 博徳君 
・点 鐘            志水ひろみ君 

・国 歌       「君が代」 

・ROTARY SONG  「我ら日本のロータリアン」 

・ビジター紹介         志水ひろみ君 

・食事・歓談 
・委員会報告 
・祝 福 
・卓話  米山奨学生 シュレスタラクシミさん 

・幹事報告           長谷川英輝君 

・点 鐘            志水ひろみ君 

 

 今月の祝福 

会員誕生日 
7日 藪下 尚武君    17 日 足立 治夫君 
30日 高木  修君       
 

夫人誕生日 
5日  岡嶋   良樹君・美穂さん 

6日  清水  勲君・政子さん 

16日    梅村  守君・亜希子さん 

30日  加藤  宗生君・典子さん 

  
結婚記念日 
 9 日  松尾 隆徳君 
17日  近藤 秀樹君 

18日  伊藤 正之君 

18日  社本 太郎君 

19日  岡田 義邦君 

21日  小野寺 誠君 

22日  磯野 俊雄君 

 

２０１５年１０月２日（金）第２２４９回（１０月第１例会） 

先週の記録 

会長挨拶     会長    志水ひろみ君 

地区から【鬼怒川水害義捐金のお願い】が届いて

います。 
９月１０日に茨城県を襲った集中豪雨被害に遭わ

れましたかたがたへの支援の要請です。 
このシルバーウイークには関東・東北水害で大き

な被害の出た茨城県常総市に多くのボランティア

が訪れたと聞いております。 
小学生から中高年まで多くの年齢層の人が全国か

ら集まり、がれきの撤去や清掃に汗を流されたそ

うです。 
昨年の御嶽山の噴火をはじめ、熊本阿蘇山噴火、

最近は全国で大きな災害がおきています。 
私たちの地域もいつ、このような災害が起きるか

もしれません。 
報道で知る災害は身近なこととして、受け止めて

いかなくてはならないと思います。 
そこで、今私たちが出来ることは 現地での復旧

への作業の支援、または赴かない別の支援があり

ます。 
その後者の支援をこの春日井ＲＣとしてクラブテ

ーマであります「一人一人が明日のため、今出来

ることをしましょう」を実行したいと思います。

例会中かごを廻します。 
どうぞ、１～２回のお食事を粗食にしていただい

たおつもりでこの支援にご協力をお願いします。 
「ロータリーの友」９月号をご覧になられた方は

お分かりですが先日、加藤陽一ガバナー公式訪問

でガバナーは「ロータリアンのこの地区の会員数

が全国一番だったのが２７５０地区（東京・北マ

リアナ諸島・グアム・パラオ・ミクロネシア １

００ＲＣ）にその場所を譲りました」とおっしゃ 
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ておられました。いずれにしても僅差の数です。 
会員さんの獲得には会員増強委員会の皆さんを始

め、クラブの皆さんが協力していただいておりま

すが、もう一度 全国一番の会員数を誇れる地区

にもなってほしいと願います。 
そして、ロータリー活動の認知度をより高めてい

くためにも日々の活動を大切に進めていきましょ

う。 
 
幹事報告      幹事   長谷川英輝君 

その他 

10 月のロータリーレート 120 円 

次週予告    

10 月 2 日（金） 祝福 
卓話 米山奨学生 
 11：30～ 理事役員会 
 
◎例会変更の案内 
岡 崎 南 １０月１３日(火) １０月１３日(火)17：30 

   ＲＣ 記念例会の為 岡崎ニューグランドホテル

瀬 戸 北 １０月１３日(火) １０月２３日(金)  

   ＲＣ ガバナー公式訪問の為グレイセル

名 古 屋 大 須 １０月１５日(木) １０月１３日(火) 

   ＲＣ 合同例会の為 観光ホテル 

名 古 屋 葵 １０月１５日(木) １０月１８日(日) 

   ＲＣ 区民まつりの為  

尾 張 旭 １０月１６日(金) １０月１０日(土)８：００

   ＲＣ 市民祭の為スカイワード 

愛 知 長 久 手 １０月１３日(火) １０月２３日(金)  

   ＲＣ ガバナー公式訪問の為グレイセル

岩 倉 １０月１日(木) １０月２４．２５日（土.日）

   ＲＣ ＷＦＦ例会の為 

犬 山 １０月１日(木) １０月１1日(日) 

   ＲＣ 補助金事業の為 未定 

 
 
出席報告       委員長  古屋 義夫君 

会員 59 名 欠席 2名 出席率 54.2 

先々週の修正出席 欠席 0名 出席率 100% 

 

ニコボックス報告    委員長   岡嶋 良樹君 

〇明日の御嶽慰霊登山の無事を願って。 
                青山 博徳君 
〇蓮野会員に仕事の件でお世話になります。 
                小川  長君 
〇万博１０周年モリコロパーク春日井フェアー応

援に行ってきました。      北  健司君 
〇ラグビー日本代表が歴史的勝利！！次の一勝に

期待。             長谷川英輝君 

〇９月２６日に次男の俊祐が結婚をいたします。 
                古屋 義夫君 
〇いつも有難うございます。   大橋 省吾君 
〇夜間例会を楽しみに。 
足立 治夫君  伊藤 一裕君  伊藤 正之君 
加藤久仁明君  風岡 保広君  加藤 宗生君  

川瀬 治通君  神田 寛司君  志水ひろみ君  

清水  勲君  芝田 貴之君  社本 太郎君  

高木  修君  杤本 正樹君  宅間 秀順君 
峠 テル子君  名畑  豊君  成瀬 浩康君 
野浪 正毅君  速水 敬志君  蓮野 美廣君 
屋嘉比良夫君  山田  治君  和田 了司君 
〇御協力、ありがとうございます。岡嶋 良樹君 
 

 

会長挨拶 志水 ひろみ君 

 

夜間例会 食事 

 

 


