
   

経済と地域社会の発展月間/米山月間 
１０月３０日（金） １１月６日(金) １１月７日(土) １１月２０日（金） 
夜間例会 18 時～ 理事役員会１１：３0 １１月１３日の変更 卓話 
ホテルプラザ勝川 クラブ協議会 13：30 サボテン事業 地区ポリオ・プラス 

例

会

予

定  祝福 福祉センター 委員長佐々木久直君 
  ホームページ：http://www.kasugai-rc.jp     E-mail：ksgi-rc@gaea.ocn.ne.jp 

春日井ロータリークラブ 
2015～2016 年度 WEEKLY REPORT クラブテーマ 

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 

・ROTARY SONG  「我ら日本のロータリアン」 

・今月の歌    「かかし」 

・ビジター紹介         志水ひろみ君 

・食事・歓談 
・委員会報告 
・会長挨拶           志水ひろみ君 
・ＷＦＦ 

・幹事報告           長谷川英輝君 

・点 鐘            志水ひろみ君 

今月の歌 

かかし 

山田の中の   一本足のかかし 

天気のよいのに  みの笠つけて 

朝から晩まで  ただ立ちどほし 

あるけないのか  山田のかかし 

先週の記録 

会長挨拶      会長   志水ひろみ君 

本日は二組のゲストをお迎えし、国際色豊かな例

会になりました。 
ケローナからミス ケローナ・レディ・オブ・ザ・

レイク２０１５の キャムリン ピータースさん、 
随行員のリンダ・スワンソンさん、彼女はロータ

リアンです。(昨年も随行)春日井まつりにあわせ

て毎年、この春日井ＲＣに表敬訪問をいただいて

おります。 
ケローナＲＣ会長には川瀬会員からご提案をいた

だき、親書をリンダ・スワンソンさんに託しまし

た。最近、友好クラブとしての交流が途絶えてい

ますので、また一歩、国際交流ができたのではと 
 

２０１５年１０月２４日（土）第２２５２回（１０月第４例会） 

 
嬉しく思います。川瀬会員さんにはたいへんお世

話になりました。ありがとうございます。 
フランス サンジロンからヴァイオリン奏者でロ

ータリアンのマリー・カンタグリルさん、ピアニ

ストのヴェロニク・ブラッコさん、サンジロン・

クーズランＲＣ直前会長 柳下崇子さん。 
マリー・カンタグリルさんのコンサートを企画さ

れました松本大輔さんです。 
先日１２日(月)の宗次ホールでのヴァイオリンリ

サイタルは大変盛況で、たくさんの地区会員さん

が足を運んでくださいました。 
加藤陽一ガバナー様を始め地区の皆様の応援を感

謝します。 
サンジロンクーズＲＣ直前会長 柳下崇子さんの

お話しをうかがいました。 
長野と上田でもリサイタルが行われたそうですが、

上田市では６つのロータリーが後援されたそうで

す。 
1700 地区の 2014-15 年ガバナー：ジャン・ルイ・

ポエ様から推薦されておりますが、彼はもし来年

も彼女のリサイタルが行われるのなら、来名して

ぜひ、春日井ＲＣの訪問をしたいとおっしゃられ

ておられるそうです。 
また、春日井姉妹都市市民の会のケローナ青年大

使歓迎会への出席について参加のお返事を数名の

かたからいただいています。ご協力ありがとうご

ざいます。松尾姉妹都市会長からもそのことにつ

いて、丁重なお礼のお手紙もいただいております。 
先週の交通安全教室についてもたくさんの皆さん

の参加をいただきありがとうございます。 
先週に引き続き、本日の会報にも掲載しています。 
最後のページの新聞記事は、朝日新聞さんのもの

です。 

会      長 ： 志水ひろみ 例 会 日 ：金曜日 12:30～13:30 
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中日新聞さん、朝日新聞さん、春日井ケーブルテ

レビさんの取材をうけ、それぞれに掲載し、また

放送していただきました。ありがとうございます。 
春日井警察さま、春日井高校の皆様、協力感謝申

し上げます。 
一連の事業が滞りなく遂行しておりますが、これ

も各担当委員会の皆さんが協力していただいてい

る結果だと思います。 
風岡クラブ奉仕委員長をはじめ長谷川幹事、加藤

宗生青少年委員長、青山会場委員長、社本プログ

ラム委員長、成瀬クラブ会報委員長、会員の皆様、

感謝申します。最後になりますが、山田治会員の

お嬢様に通訳をお願いしました。 
ご多用の中、快くお引き受けいただきましてあり

がとうございます。 
追、朝日新聞 記事使用掲載については知財使用

事業部さんの承諾を得ています。 
追追、茨木の集中豪雨の義捐金を 3 回に渡り皆様

のご協力により１００，０００円集まり鬼怒川水

害義捐金に寄付致しました。有り難うございまし

た。 
 
幹事報告      幹事   長谷川英輝君 

クラブ行事 

：11 月 7 日（土） 春日井福祉のつどい お返事

がまだの方でご出席いただける方がいればご協力

よろしくお願いします。 

次週予告    

10 月 24 日（土）25 日（日） テレビ塔前の広場

でＷＦＦ 
例会変更のため 23 日（金）の例会はありません。 
10 月 30 日（金）は夜間例会  プラザにて１７時

３０分受付開始、１８時より例会 
 

◎例会変更の案内 
小 牧 １０月２８日(水) １１月１日（日） 

   ＲＣ 地区大会の為 ウェスティンナゴヤキャッスル 

名 古 屋 名 北 １１月４日(水) １１月４日（水） 

   ＲＣ 夜間例会の為 志ら玉 

名 古 屋 空 港 １０月２６日(月) １０月３１日（土） 

   ＲＣ 地区大会の為 ウェスティンナゴヤキャッスル 

名 古 屋 葵 １１月５日(木) １１月１日（日） 

   ＲＣ 地区大会の為 ウェスティンナゴヤキャッスル 

名古屋アイリス １１月４日(水) １１月１日（日） 

   ＲＣ 地区大会の為 ウェスティンナゴヤキャッスル 

名 古 屋 守 山 １０月２８日(水) １０月３１日（土） 

   ＲＣ 地区大会の為 ウェスティンナゴヤキャッスル 

江 南 １０月２９日(木) １０月２５日(日)11：30 

   ＲＣ ロータリーデーの為ナデェアパーク 

◎例会休会のお知らせ 
○名古屋大須ＲＣ １０月２９日(木)は休会 

○津島ＲＣ    １０月３０日（金）は休会 

○尾張旭ＲＣ   １０月３０日（金）は休会 

 

◎ビジター紹介   会長  志水ひろみ君 
○サンシロンクーズＲＣ    柳下 崇子君 

    〃     マリー・カンタグリル君 

 
出席報告       委員長  古屋 義夫君 

会員 59 名 欠席 19名 出席率 67.8 

先々週の修正出席 欠席 1名 出席率 98.3%

 

ニコボックス報告    委員長   岡嶋 良樹君 

〇ケローナ青年大使、サンジロンクーズ RC 御一

行様をお迎えする喜びで。    長谷川英輝君 
〇ケローナ青年大使、フランス、サンジロンクー

ズ RC の皆さん、よくお越しくださいました。 
                松尾 隆徳君 
〇ようこそ春日井ロータリークラブへ。 
                古屋 義夫君 
〇いらっしゃい歓迎しますよ、ケローナの方々。 
                宅間 秀順君 
〇今日は娘も世話になります。  山田  治君 
〇卓話を楽しみにしています。  近藤 太門君 
〇お客さんをお迎えして。    加藤  茂君 
〇カンタグリルさんすばらしい演奏でした。久し

ぶりに感動しました。      社本 太郎君 
〇明日からの春日井まつり、好天に恵まれます様

に。              青山 博徳君 
〇久しぶりに、ロンドンに行ってきました。 
                伊藤  純君 
〇１０月２４、２５日春日井市植物園にて、第５

５回春日井市秋のバラ展を開催します。 
                北  健司君 
〇卓話を楽しみにしております！ 小野寺 誠君 
〇皆様をお迎えする喜びで。 
足立 治夫君  磯野 俊雄君  梅村  守君 
大橋 完一君  太田 弘道君  岡田 義邦君 
大原 泰昭君  加藤久仁明君  風岡 保広君 
貴田 永克君  川瀬 治通君  近藤 秀樹君 
志水ひろみ君  清水  勲君  芝田 貴之君 
名畑  豊君  成瀬 浩康君  速水 敬志君 
蓮野 美廣君  日比 雄将君  屋嘉比良夫君   
〇御協力、ありがとうございます。岡嶋 良樹君 
 
卓話 

ミスケローナ キャムリンピータースさん 

こんにちは、みなさん。私は今年度のミスケロー

ナ・レディ・オブ・ザ・レイクのキャムリンピー

タースです。本日は随行者のリンダスワンソンと

私をお招きいただき、ありがとうございます。春



日井市を訪問するだけでなく、第 39 回春日井ま

つりに参加することもでき大変たのしみにしてい

ます。 
また、日本の文化を学んだり、市内の視察をする

ことを楽しみにしています。 
ケローナ市は、春日井市と 30 年以上も姉妹都市

関係が続いていることも誇りに思っています。私

達は、両市の友好がこの先何年も成長あい続ける

ことを期待しています。 
今年私は、ダウンタウンロータリークラブの奨学

生として選ばれました。 
ロータリークラブは大変素晴らしい慈善事業をし

ていて、若い世代や、コミュニティにとって素晴

らしい支えとなっていると思います。 
ありがとうございます。 
 

卓話   サンジロンクーズ RC   柳下 崇子君 

私とマリー・カンタグリルは同じサンジロンクー

ズ RC の会員です。 
クラブは創立 63 年になり会員数は 28 名です。 
トゥールーズの街より 1時間ほど南のスペインと

の国境に近く、人口は 7000 人ほどの小さな街で

す。そんなところからどうして春日井に来る事に

なったかといいますと、そのきっかけは私が日本

人として始めてサジロンクーズ RC の会長になり、

東日本大震災の復興支援を他のクラブとはじめた

ことです。そのときマリーが東北の皆さんの前で

演奏したいといいまして（これはまだ実現してい

ません）、そのことを松本さんに直接連絡いたしま

した。それで名古屋・上田・長野の三ヶ所でリサ

イタルを開くことができました。 
名古屋では春日井 RC の皆さんに大勢来て頂きま

して本当にありがとうございました。 
皆さんのご支援で成功させていただいたと思って

います。 
マリーは幼少のときから才能が評価されておりま

したが、これからというときに肝臓の腫瘍で体調

を崩し、2 年間全く演奏活動を中止せざるを得ま

せんでした。 
そのときに心の支えになったのがバッハの曲で、

全快したら是非バッハの無伴奏曲を全曲録音した

いと思っていました。先日の公演でも一部演奏さ

せていただきました。 
おかげさまで公演も大成功で、日本が大好きにな

り日本に住んでもいいとまで言っていました。 
是非また日本に来たいと思いますので、そのとき

は宜しくお願いいたします。 

 

会長挨拶 志水 ひろみ君 

 

卓話 ミスケローナ キャムリンピータースさん 

 



 

卓話   サンジロンクーズ RC   柳下 崇子君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


