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ロータリー財団月間

１２月２日（金） １２月９日（金） １２月１６日（金） １２月２３日（金）

理事役員会 11：30 祝福 クリスマス家族会 法定休日

年次総会 卓話 早川八郎君 ホテルプラザ勝川

例

会

予

定 17：30受付 18時例会
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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 「四つのテスト」 

・今月の歌     「女ひとり」 

・ビジター紹介         伊藤  純君 

・食事・歓談

・委員会報告

・会長挨拶           伊藤  純君

・ＩＭ 

・幹事報告           成瀬 浩康君 

・点 鐘            伊藤  純君 

今月の歌 

女ひとり 

    京都 大原 三千院 

    恋につかれた 女がひとり 

    結城に塩瀬の 素描の帯が 

    池の水面に ゆれていた 

    京都 大原 三千院 

    恋につかれた 女がひとり 

先週の記録 

幹事報告       幹事  成瀬 浩康君

次週予告 

＊11月20日 ＩＭ  14時  名鉄犬山ホテル 

       （11月 25日例会変更） 

次々週予告 

＊12月2日 年次総会 

＊理事役員会 11時30分 5Ｆ若草 

２０１６年１１月２０日（日）２３０２回（１１月第４例会） 

◎例会変更のお知らせ 

岩 倉 １１月２９日（火）１１月２６日（土） 

   ＲＣ そば例会の為 十五や 

尾 張 旭

ＲＣ

１２月９日（金） １２月３日（土）１８：００ 

年忘れ家族会の為 未定 

名 古 屋 葵 １２月８日（木) １２月８日（木） 

   ＲＣ 忘年例会の為  

瀬 戸 １１月３０日（水）１１月３０日（水） 

   ＲＣ 職場例会の為 消防本部 

名 古 屋 名東 １２月１３日（火）１２月１３日（火）18：00 

   ＲＣ 家族会の為 国際ホテル

名 古 屋 東 １２月１２（月）１２月１２日（月）１８：００ 

   ＲＣ 夜間例会の為 

◎例会休会のお知らせ 

○瀬戸北ＲＣ   １１月２９日（火）は休会

◎ビジター紹介   会長   伊藤  純君 

○名古屋南ＲＣ   加納 昭巨君

出席報告 委員長 大橋 省吾君 

会員 61名 欠席22名 出席率63.9% 

先々週の修正出席 欠席2名 出席率96.7% 

ニコボックス報告    委員長   速水 敬志君 

○本日はよろしくお願い致します。加納 昭臣君

○只今、春日井ビジネスフォーラム開催中！！お

出でください。         青山 博徳君

○親睦委員会の皆様にはお世話になりました。

                岡田 義邦君

○観劇家族会、皆様お疲れさまでした。

                岡嶋 良樹君

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



○親睦委員長はじめ委員会の皆様、お世話になり

ました。            貴田 永克君

○祝福を受ける喜びで。     近藤 太門君

○妻の誕生祝いを頂く喜びで。  社本 太郎君

○卓話で勉強させてもらいます。 宅間 秀順君

○今、ロータリーの森は紅葉のトンネルです。お

出かけください。        早川 八郎君

○祝福の皆様おめでとうございます。観劇家族会

楽しかったですね。       古屋 義夫君

○リトルマーメイド、家族で楽しめました。親睦

委員会の皆さん、ありがとうございました。

                藤川 誠二君

○加納副委員長をお迎えして。卓話を聞ける喜び

で。

足立 治夫君  伊藤  純君  小柳出和文君  

小川  長君  岡本 博貴君  加藤  茂君  

風岡 保広君  加藤 宗生君  北  健司君

川瀬 治通君  近藤 秀樹君  志水  勲君

下田 育雄君  杉山 孝明君  杤本 正樹君    

名畑  豊君  成瀬 浩康君  長谷川英輝君  

林  憲正君  速水 敬志君  場々大刀雄君

屋嘉比良夫君  山田  治君 

○ご協力ありがとうございます。

ニコボックス委員会

会長挨拶 伊藤純君 

会員誕生日お祝い 

結婚記念日 

 アテンダンス表彰 

卓話 加納 昭巨君 

（奨学基金・平和フェローシップ 副委員長） 


