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２月２４日（金） ３月３日（金） ３月１０日（金） ３月１７日（金）

夜間例会 理事役員会１１：３０ 祝福 卓話 

ホテルプラザ１８時 クラブ協議会１３：３０ 卓話 加藤将人君 セブ帰国報告

例

会

予

定 卓話 芝田 貴之君 和田 了司君

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 
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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     「なごり雪」 

・ビジター紹介         伊藤  純君 

・食事・歓談

・委員会報告

・祝 福

・春日井警察職員表彰           

・卓 話  春日井警察署長   酒井 紀人氏 

・幹事報告           成瀬 浩康君 

・点 鐘            伊藤  純君 

今月の歌 

なごり雪 

なごり雪も  降る時を知り 

ふざけすぎた 季節の後で 

いま春がきて 君はきれいになった 

去年よりずっと きれいになつた 

今月の祝福

会員誕生日

3日 小川  長君    9日 杤本 正樹君

17日 中川  健君   19日 新美 治男君 

21日 和田 了司君   25日 岡嶋 良樹君 

29日 宅間 秀順君 

結婚記念日

2日 伊藤 一裕君    5日 大畑 一久君 

11日 山田  治君   11日 下田 育雄君

16日 清水  勲君   20日 大原 泰昭君 

22日 宅間 秀順君

２０１７年２月１７日（金）２３１１回（２月第３例会） 

夫人誕生日

4日  風岡 保広君・鈴子さん 

13日  近藤 秀樹君・真理子さん 

21日  藪下尚武君・朱美さん 

29日  杤本 正樹君・恵子さん 

アテンダンス表彰 

１４ヶ年   近藤 太門君 

６ヶ年    成瀬 浩康君 

１ヶ年    下田 育雄君

先週の記録 

会長挨拶      副会長  宅間 秀順君 

皆さんに紹介いたします。下記の「夢七訓」は、

ロータリークラブの仲間同志による相互扶助の精

神にのっとり、従業員さんの力強い成長と企業の

ますますの発展に、少しでも寄与できればと思い、  

持って参ったものです。年始や期初め等、従業員

さんに自身の年頭所感や計画・実行・成果等を考

えていただく機会があれば、「夢七訓」をその一助

として使っていただければ幸いです。また、それ

を皆の前で発表したりすると、その人の成長が見

えてきます。 

＜夢七訓＞ 

夢なき者は理想なし 

理想なき者は信念なし 

信念なき者は計画なし 

計画なき者は実行なし 

実行なき者は成果なし 

成果なき者幸福なし 

ゆえに幸せ求める者は 

夢を持ち実行し行動せよ 

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



おまけに、「製造業とは創造業である。創造力から

ものづくりのスタート」 

これは、「味は？見た目は？デザインは？売値

は？」と言った商品づくりの基礎となるものです。

夢七訓と併せて新しい取組みに励んで下さればい

いのではないでしょうか。 

幹事報告      幹事   成瀬 浩康君 

地区行事 

*3 月 18日 会長エレクトセミナー（ＰＥＴＳ） 

出席者：近藤太門会長エレクト・加藤宗生副幹事 

次週予告 

＊2月 17日 祝福 

春日井警察職員表彰 

卓話 酒井紀人春日井警察署長 

◎例会休会のお知らせ 

○名古屋清須ＲＣ ２月２８日(火)は休会 

○名古屋空港ＲＣ ２月２７日(月)は休会 

出席報告 委員長 大橋 省吾君 

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% 

◎ビジター紹介   会長   伊藤  純君 

○愛知ＲＥＣ          稲熊 茂雄君 

ニコボックス報告    委員長   速水 敬志君

○本日は卓話にお招きいただきありがとうござい

ます。よろしくお願いします。

愛知 REC 稲熊 茂男君
○会長代理挨拶をやらせていただきます。

                宅間 秀順君

皇居、東宮御所のバラの選定に行ってまいりまし

た。宮殿にて皇后陛下よりお礼と労いのお言葉を

賜りました。          北  健司君

○いつもありがとうございます。昨日の『はだか

祭』は寒かったですが楽しかったです。

                大橋 省吾君

○大橋君・岡本君極寒のはだか祭お疲れさまでし

た。              青山 博徳君

○Eクラブ稲熊さんをお迎えして 伊藤  純君
○今日の卓話を楽しみにしています。

                近藤 太門君

○愛知ロータリーEクラブ稲熊茂男君、卓話楽し
みにしています。        古屋 義夫君

○愛知 REC稲熊さんの卓話を聞ける喜びで
貴田 永克君  小柳出和文君  小川  長君

名畑  豊君  加藤  茂君  松尾 隆徳君

加藤 宗生君  大畑 一久君  風岡 保広君

和田 了司君  川瀬 治通君  芝田 貴之君

社本 太郎君  志水ひろみ君  岡本 博貴君

近藤 秀樹君  山田  治君  屋嘉比良夫君

蓮野 美廣君  成瀬 浩康君  場々大刀雄君

小野寺 誠君  岡嶋 良樹君  清水  勲君

加藤久仁明君  藤川 誠二君  梅村  守君

速水 敬志君

○ご協力ありがとうございます。

ニコボックス委員会

副会長挨拶 宅間 秀順 君 

卓話 愛知 REC 稲熊 茂男 君


