
ろろ

７月１５日（金） ７月２２日（金） ７月２９日（金） ８月５日（金）

卓話 卓話 ＩＤＭ 理事役員会 11：30～
近藤 秀樹君 速水 敬志君 ホテルプラザ勝川 卓話 日比 雄将君
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春日井ロータリークラブ 
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クラブテーマ

ロータリーの森

本日のプログラム

司会   杤本 正樹君

・点 鐘            伊藤  純君 

・ROTARY SONG 「我らの生業」 

・今月の歌     「思い出の渚」 

・ビジター紹介         伊藤  純君 

・食事・歓談

・委員会報告

・祝 福

・全員協議会 

・クラブフォーラム 

・幹事報告           成瀬 浩康君 

・点 鐘            伊藤  純君 

今月の歌 

思い出の渚 

 君を見つけた   この渚に 

 ひとりたたずみ  思い出す 

   なみに向かって  叫んでみても 

  もう帰らない   あの夏の日 

今月の祝福

会員誕生日

1日 近藤 太門君  2日 近藤 秀樹君

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

1日    川瀬 治通君・由紀子さん 

8日  宅間 秀順君・裕美子さん 

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 

２０１６年７月８日（金）２２８４回（７月第２例会） 

27日  小野寺 誠君・ひろみさん 

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 

１７ヶ年  名畑  豊君 

 〃    志水ひろみ君 

１６ヶ年  北  健司君 

６ヶ年   伊藤 一裕君   

〃    宅間 秀順君

５ヶ年   中島  泉君

３ヶ年   青山 博徳君  

〃    岡嶋 良樹君

１ヶ年   小野寺 誠君 

先週の記録 

会長挨拶           伊藤  純君 

地域で期待されるロータリアンになろう。

春日井クラブ例会には積極的に参加し、会員同士

での情報交換を行い親睦を深めて信頼出来る仲間

を作ろう。

地域に戻った際には、リーダーを目指すのではな

く地域の一員として地道な活動を行い、ロータリ

ークラブを紹介して輪を広げていきましょう。

ガバナーの話を中々上手く伝えられないので、ガ

バナー公式訪問、全員登録を決定した地区大会に

参加し、直接ガバナーの話を聞いて理解を深めて

頂きたいです。

会      長 ：伊藤  純 例 会 日 ：金曜日 12:30～13:30 

副  会  長 ：社本 太郎 例 会 場 ：ホテルプラザ勝川 

副  会  長 ：宅間 秀順 事 務 局 ：春日井市鳥居松町5-45 

幹      事 ：成瀬 浩康  Ｔ Ｅ Ｌ ：（0568）81-8498 

会報委員長 ：加藤 宗生 Ｆ Ａ Ｘ ：（0568）82-0265 

Ｅ- mail ：Ksgi-rc@gaea.ocn.ne.jp



幹事報告       幹事  成瀬 浩康君 

第 1回理事役員会 

下記の審議事項につきましては全て承認可決され

ました。 

第 1号議案：開始貸借対照表並びに前期決算承認

の件 

第 2号議案：明るい社会づくりの会賛助会員継続

の件（3万円） 

第 3号議案：春日井交響楽団賛助会員継続の件（1

万円） 

お知らせ 

＊7月のロータリーレート  102 円 

＊今年度の休会日 8/12 9/23 1/6 4/28 

6/30 

＊カジュアル例会 7～10月 5～6月 

（ガバナー及びガバナー補佐訪問時は除く） 

＊ホームページが完成しました。ご意見ご要望が

御在ましたら、会報ＩＴ委員会までご連絡くださ

い。 

次週予告 

＊祝福 

＊全員協議会 

＊クラブフォーラム 

◎例会変更のお知らせ 

名古屋守山

ＲＣ

７月２０日（水) ７月２０日（水） 

ＩＤＭの為 アサヒビール 

名 古 屋 葵 ７月２１日（木） ７月２０日（水） 

   ＲＣ 合同例会の為  

名 古屋空港 ７月２５日（月）７月２５日（月） 

   ＲＣ 創立記念例会の為  

尾 張 旭 ７月２２日（金）７月２３日（土）１８：３０ 

   ＲＣ 夜間例会の為 未定 

岩 倉 ７月１２日（火）７月１７日（日）６：００ 

   ＲＣ 座禅例会の為 向陽寺 

瀬 戸 北 ７月１９日（火）７月２０日（水） 

   ＲＣ 夜間例会の為 品野台Ｃ．Ｃ 

◎ビジター紹介   会長   伊藤  純君

○名古屋空港ＲＣ   武田 英昭君 

   〃       田邉 雅彦君 

出席報告 委員長 大橋 省吾君

会員 61 名 欠席 20名 出席率 67.2% 

先々週の修正出席 欠席 6名 出席率 90.2% 

ニコボックス報告    委員長   速水 敬志君 

〇今年もよろしくお願いします。

名古屋空港 RC 

〇会長として 1年よろしくお願いします。  
伊藤  純君

〇新たなる伊藤丸の船出を祝して。青山 博徳君

〇伊藤会長よろしくお願いします。志水ひろみ君

〇東海メールの演奏会にご来場いただいた皆様、

ありがとうございました。

                川瀬 治通君

〇純ちゃん成瀬君ガンバって

                加藤久仁明君

〇新年度を迎えて伊藤会長に帰隊してます。

       宅間 秀順君

〇農場の温室に電気が通じました。小野寺 誠君

大変お世話になりました。    北  健司君

〇ちょっと PRします。大地震時の社員の帰宅を
支援する用品の展示会をします。チラシは受付に

あります。           和田 了司君

〇1年間よろしくお願いします。
成瀬 浩康君  近藤 太門君  加藤 将人君

加藤 宗生君  芝田 貴之君  近藤 秀樹君

加藤  茂君  伊藤 一裕君  林  憲正君

名畑  豊君  河村 哲也君  野浪 正毅君

古屋 義夫君  足立 治夫君  大橋 省吾君

藪下 尚武君  梅村  守君  岡本 博貴君

小川  長君  下田 育雄君  藤川 誠二君

大原 泰昭君  栃本 正樹君  岡嶋 良樹君

長谷川英輝君  貴田 永克君  伊藤 正之君

山田  治君  大畑 一久君  早川 八郎君

風岡 保広君  社本 太郎君  屋嘉比良夫君

場々大刀雄君  岡田 義邦君  蓮野 美廣君

小野寺 誠君  速水 敬志君  

〇一年間よろしくお願いします。

ニコボックス委員会一同

会長挨拶  伊藤 純 君 

名古屋空港ＲＣ ご挨拶 

武田 英昭君   田邉 雅彦君 



役員バッチ贈呈

理事役員・委員長挨拶 




