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母子の健康月間

４月２８日(金) ５月５日（金） ５月１２日（金） ５月１９日（金）

休会 定款６－１ 休会 定款６－１ 卓話 職場例会 
次期理事役員会 16:00～ 宇宙航空研究開発機構 航空自衛隊小牧基地

例

会

予

定 クラブ協議会 17:00～ 村上 豪氏
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本日のプログラム

司会   杤本 正樹君

・点 鐘            伊藤  純君 

・ROTARY SONG 「日も風も星も」 

・今月の歌   「瀬戸の花嫁」 

・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

・祝 福

・卓 話名古屋徳洲会病院 総長 大橋 壯樹氏

・幹事報告           成瀬 浩康君 

・点 鐘            伊藤  純君 

今月の歌 

瀬戸の花嫁 

瀬戸は日暮れて   夕波小波 

あなたの島へ   お嫁に行くの 

 若いと誰もが   心配するけれど 

  愛があるから   だいじょうぶなの 

  だんだん畑と   さよならするのよ 

 幼い弟      行くなと泣いた 

 男だったら    泣いたりせずに 

 父さん母さん   だいじにしてね 

今月の祝福

会員誕生日

4日 梅田 英夫君   16日 日比 雄将君

20日 貴田 永克君   21日 大橋 省吾君

22日 藤川 誠二君   24日 中島  泉君

25日 大畑 一久君   

結婚記念日

2日 梅田 英夫君    2日 藪下 尚武君 

3日 青山 博徳君   21日 大橋 完一君

２０１７年４月２１日（金）２３２０回（４月第３例会） 

21日 加藤  茂君   23日 屋嘉比良夫君 

24日 杤本 正樹君   26日 中島  泉君 

29日 早川 八郎君   29日 蓮野 美廣君 

夫人誕生日

19日  岡本 博貴君・佳奈枝さん 

25日  北  健司君・志津江さん 

25日  中島  泉君・公子さん 

27日  青山 博徳君・倫子さん 

アテンダンス表彰 

８ヶ年    長谷川英輝君

先週の記録 

会長挨拶        会長   伊藤 純 君 

本日は、中日対巨人戦に多数ご参加していただきま

して、誠にありがとうございます。 

中日対巨人戦という好カードを予約していただいた

幹事の成瀬さんをはじめ、当日の設営にご尽力頂き

ました親睦委員会の皆様には、大変お世話になりあ

りがとうございました。 

当日の試合は、終始推され気味で、敗戦してしまい

ましたが、最後まで野球観戦を楽しんでいただき、

よかったと思います。中日ドラゴンズには、愛知県

経済発展の為にも今シーズンの活躍を期待したいも

のです。 

幹事報告        幹事   成瀬 浩康君 

お知らせ 

＊５月の例会よりカジュアル例会が適用されます。 

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



次週予告  

＊次週 4月 28 日・次々週 5月 5日は休会です。 

＊4月 28日 次期理事役員会      16 時 

      次期クラブ協議会     17 時 

      現次期合同クラブ協議会 18時 

＊5月 12日 理事役員会 11時 30 分 若草 

野田勇君入会式 

祝福 

卓話 宇宙航空研究開発機構（JAXA）
村上 豪氏  

◎例会変更のお知らせ 

岡 崎 南 ５月９日（火）1２：３０～ 

   ＲＣ 記念例会の為 岡崎ニューグランドホテル 

◎例会休会のお知らせ

○名古屋東ＲＣ    ５月１日（月）は休会 

○あまＲＣ      ５月１日（月）は休会 

○愛知長久手ＲＣ   ４月２５日（火）は休会 

○名古屋城北ＲＣ   ４月２５日（火）は休会 

○  〃       ５月２日（火）は休会 

○名古屋丸の内ＲＣ  ４月２７日（木）は休会 

○名古屋空港ＲＣ   ５月１日（月）は休会 

○名古屋千種ＲＣ   ５月２日（火）は休会 

○羽島ＲＣ      ５月２日（火）は休会 

○岩倉ＲＣ      ５月２日（火）は休会 

○名古屋清須ＲＣ   ５月２日（火）は休会 

出席報告 委員長 大橋 省吾君 

会員 5７名 欠席 32名 出席率 43.9% 

先々週の修正出席 欠席 2名 出席率 96.5% 

ニコボックス報告    委員長   速水 敬志君 

○ 野球観戦に参加して。 

青山 博徳君  藤川 誠二君  古屋 義夫君

伊藤  純君  蓮野 義廣君  岡嶋 良樹君

加藤久仁明君  梅村  守君  成瀬 浩康君

加藤 宗生君  屋嘉比良夫君  社本 太郎君

川瀬 治通君  加藤  茂君  近藤 大門君

小柳出和文君  近藤 秀樹君  大橋 完一君

大橋 省吾君  岡本 博貴君  大原 泰昭君

芝田 貴之君  志水ひろみ君  和田 了司君 

山田  治君 

野球観戦 巨人戦 






