
青少年奉仕月間

５月２７日（金） ６月３日（金） ６月１０日（金） ６月１７日（金）

夜間例会 理事役員 11：30 卓話 ＩＤＭ

ホテルプラザ勝川 祝福 卓話 徳洲会循環器内科医長 ホテルプラザ勝川

例

会

予

定 １８時～ 藤川誠二君小柳出和文君 青山 英和先生 １８時から

  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   青山 博徳君

・点 鐘            志水ひろみ君 

・ROTARY SONG 「我等の業」 

・今月の歌   「おお牧場は緑」 

・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     自己紹介   岡本 博貴君 

・幹事報告           長谷川英輝君 

・点 鐘            志水ひろみ君 

今月の歌 

おお牧場は緑 

おお牧場はみどり 草の海風が吹く 

おお牧場はみどり よく茂ったものだ ホイ 

雪がとけて川となって 山を下り谷を走る 

野を横ぎり畑うるおし 呼びかけるよ私に 

今月の祝福

会員誕生日

4日 成瀬 浩康君  5日 小柳出和文君

19日 梅村  守君   21日 太田 弘道君 

夫人誕生日

4日    屋嘉比良夫君・しげ子さん 

24日  下田 育雄君・かなゑさん 

結婚記念日

1日 神田 寛司君     3日 古屋 義夫君 

5日 川瀬 治通君    6日 小川 茂徳君 

13日 杉山 孝明君   26日 加藤 宗生君 

29日 岡本 博貴君

２０１６年５月２０（金）２２７８回（５月第２例会）

アテンダンス表彰 

７ヶ年   中川  健君

先週の記録 

会長挨拶      会長   志水ひろみ君

３週間ぶりの例会です。 

皆さんはお休中はどのように過ごされたのでしょ

うか。 

本日は 伊藤太 春日井市長様をお迎えしでおり

ます。 

市政のお話しが伺えられます事楽しみにしており

ます。 

先日、地区研修・協議会が開催されました。 

登録参加されました伊藤純エレクトを始め会員の

皆さんは加藤陽一ガバナー、服部良夫エレクトの

次年度の方針等の情報を聞かれたと思います。 

RI では２０１６年規定審議会が４月１０日から

１５日にシカゴで開催されました。Ｍｙ Ｒｏｔ

ａｒｙにアクセスしますとその詳細が確認できま

すがたくさんの審議事項の中で採択された主な案

件の一つはクラブが月に少なくても２回以上の例

会を行う限り、いつ、どのくらいの頻度で例会を

開くか例会をキャンセルするか、また何をもって

例会とするかについてより多くの裁量をクラブに

与えるものとする。 

もう一つは、会員身分について新しい試みができ

る柔軟性をクラブに与えるものとする。 

また、人頭分担金について今年度は５５ドルを拠

出しておりますが、次年度はから増額していき、

2019-20 年度には６８ドルまで引き上げることも

採択されました。 

そのほかにもいろいろ採択され事項があります。 



この決定事項は次年度から実施されます。 

会員の皆さんはそのことについてお考えがあろう

かと存じます。 

本年度は残りあとわずかですので、次年度におい

て勉強会などの機会で話し合えればと思いますが、

新年度の伊藤純エレクトのご判断におまかせした

いと思います。 

幹事報告      幹事   長谷川英輝君 

 第 11 回理事役員会 

 以下の事項は全て承認可決されました 

第 1号議案：4月一般会計報告書承認の件 

第 2号議案：春日井市納涼まつりの協賛の件 

第 3号議案：「Rotary へようこそ」印刷の件 

第 4号議案：2016‐17年度地区大会全員登録のお

願い 

第 5号議案：次年度委員会構成（最終案）の件 

第 6号議案：ＨＰリニューアルの件 

第 7号議案：朝宮公園多目的運動場への賛同の件 

第 8号議案：6月ＩＤＭの件 

第 9号議案：親睦ゴルフの件 

 以下の事項が報告されました。 

宝塚観劇家族会 収支報告 

クラブ行事 

：5月 13日（金） 故・磯野俊雄君お別れの会 ウ

ェスティン名古屋キャッスル  14：00～ 

：5月 20日（金） ３ＲＣ現次期合同理事役員会 

プラザ勝川 18 時開始 

出席登録済みの方はお忘れのないように。 

 その他 

 次年度会員名簿の締切は本日 5月 13日です。特

に新入会員の方は顔写真の画像データを事務局へ

ご送付下さい。 

次週予告    

  5 月 20 日（金） 祝福 

新入会員卓話 岡本博貴君 

◎例会変更のお知らせ 

名 古 屋 葵

ＲＣ

６月９日（木) ６月１2日（日） 

天王まつりの為  

中部名古屋みらい ５月２５日（水) ５月２２日（日）１６：００ 

   ＲＣ 財団学友会総会の為 

名 古 屋 守 山 ６月１日（水） 

   ＲＣ 国際大会参加の為 ソウル 

名古屋丸の内 ６月２日（木）６月２日（木）１８：３０ 

   ＲＣ 夜間例会の為大名古屋ビルディング 

羽 島 ５月３１日（火）６月１日（水）１８：0０ 

   ＲＣ 夜間例会の為 アンディア-モパルテンツァホテル3Ｆ

◎例会休会のお知らせ 

○あまＲＣ     ５月３０日（月）は休会 

○名古屋大須ＲＣ  ５月２６日（木）は休会 

○名古屋空港ＲＣ  ５月３０日（月）は休会 

○名古屋清須ＲＣ  ５月３１日（火）は休会 

出席報告 委員長 古屋 義夫君 

会員 61 名 欠席 22名 出席率 63.9% 

先々週の修正出席  －   － 

ニコボックス報告    委員長   岡嶋 良樹君 

〇伊藤太市長をお迎えできました。志水ひろみ君

〇伊藤市長の卓話楽しみにしております。

                長谷川英輝君

〇ロータリーの森は森らしくなってきました。

                早川 八郎君

〇市長の卓話たのしみにしています。

                速水 敬志君

〇いつも有難うございます。   大橋 省吾君

〇５月！初夏の香りが本当に気持ちいいです。

                藤川 誠二君

〇伊藤市長をお迎え出来るよろこびで！！

                近藤 太門君

〇伊藤市長の卓話に期待して。  貴田 永克君

〇磯野さんいろいろ教えて頂きありがとうござい

ました。            加藤  茂君

〇４月、トリプルの祝福のお祝を受けた喜びで。

                中島  泉君

〇卓話楽しみにしています。   大原 泰昭君

〇次週８人で旅に出ます。土佐の高知で MakeUP 
でもと思っています。      小川  長君

〇歓迎、伊藤市長。       山田  治君

〇６月には楽しい２つの行事があります。親睦ゴ

ルフコンペと IDM、皆様のたくさんのご参加お願

いします。           和田 了司君

〇卓話を聞く喜びで。

足立 治夫君  伊藤 正之君  梅村  守君

小柳出和文君  太田 弘道君  小野寺 誠君

岡本 博貴君  加藤久仁明君  風岡 保広君

河村 哲也君  加藤 宗生君  川瀬 治通君

近藤 秀樹君  清水  勲君  社本 太郎君

宅間 秀順君  成瀬 浩康君  林  憲正君

蓮野 美廣君  場々大刀雄君  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

東港ＲＣよりお礼状 



卓話   春日井市長   伊藤  太氏 

平成２６年度の決算状況 

平成 2７年度の主なできごと 

４月 移動スーパーマーケット道風くん開始 

    統一地方選挙（県議会議員、市議会議員） 

６月 ケローナ市（市制１１０周年）訪問 

８月 空き家フォーラム 2015 にてパネリス 

   ト 

９月 西部第一土地区画整理組合設立総会 

自動車ナンバーセミナーにて講演 

１２月 中央大学大学院にて一日教授 

２月 公共施設等総合管理計画の策定 

 ３月 ニュータウン未来プランの策定 

    業務改善全国大会第１０回を春日井市で 

開催

平成 2７年度の主な事業の推進状況 

○ 市民病院 

救命救急センターの指定取得そして開設 

○ 小中学校の普通教室に空調機の設置開始 

中学校１５校に設置完了 

○ 小中学校の全てのトイレの環境改善 

排水トラップの交換、便器洗浄、床や内壁 

の清掃 

○ 庄内川、八田川、内津川の浚渫及び堤防かさ

上げ、補強工事の実施 

○ 防犯灯のＬＥＤ化に対し町内会に補助 

○ プレミアム商品券の発行 

プレミアム分１０％ 

○ ふるさと納税のリニューアル 

○ ゲンバ男子の取材 

○ 西部第一土地区画整組合設立 

○ 高座線が仮開通 

平成 2８年度の主な事業 

暮らしやすさの質を高め 

未来を担う子どもたちのたくさんの笑顔があふ

れるまち 

１ まちづくり 

JR春日井駅 

 ○ 南北を結ぶ自由通路の整備 
 ○ 大型モニターの公共掲示板の整備 
 ○ 観光案内所の整備 
 ○ 駅前交番の設置に向けた協議

高蔵寺ニュータウン創生

 ○ 高蔵寺リ・ニュータウン計画の策定 
  ・藤山台東小学校の利用促進 

・東部市民センター、西藤山台小学校の活用検討 
    ・ＪＲ高蔵寺駅周辺の再整備検討 

 ○ 新藤山台小学校の開校 

２ 子育て・教育 

 小規模保育事業の実施 

 保育士の確保 

 英語教育向上のため小学校教員を海外に派遣 

 全小学校で｢書道科｣の授業を実施 

３ その他 

坂下出張所が一時移転 

ＪＲ神領駅北口自転車等駐車場再整備の検討 

防災拠点等に無料公衆無線ＬＡＮを設置 

太陽光発電設備を庁舎南館に設置 

 姉妹都市交流・ケローナ訪問団来市 

伊藤 太 春日井市長卓話 

一般会計、特別会計、企業会計 

全てにおいて黒字決算となりました 

 国民健康保険事業は、平成７年度から赤字

でしたが、国の制度変更等もあり黒字決算と

なりました。 

＜歳入＞ 

一般会計では、景気回復の影響等から市税

収入が過去最高額となりました。 

また、９月から新たにふるさと寄附金制度

を構築し、自主財源の確保に努めているとこ

ろです。 

＜歳出＞ 

市長マニフェストや第五次総合計画に掲げ


