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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 

ふれあい緑道

本日のプログラム

司会   大橋 省吾君

・点 鐘           近藤 太門君 

・ROTARY SONG  「我等の生業」   

・今月の歌    「椰子の実」

・ビジター紹介        近藤 太門君

       小牧ＲＣ 会長 堀井  武君 

            幹事 小谷 達也君 

ＩＭ ＰＲ訪問   有働 昭紀君    

・食事・歓談

・委員会報告

・会長挨拶          近藤 太門君

・祝福

・本日の行事   クラブフォーラム

・幹事報告          加藤 宗生君 

・点 鐘           近藤 太門君

今月の歌

椰子の実 

名も知らぬ  遠き島より 

流れ寄る   椰子の実ひとつ 

故郷
ふるさと

の岸を  離れて 

汝
なれ

はそも   波に幾月
いくつき

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 

 17日 古屋 義夫君  13日 北  健司君 

21日  山田  治君  22日 青山 博徳君 

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 

２０１７年７月１４日（金）２３３０回（７月第１例会）

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 

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 

アテンダンス表彰 

18ヶ年   名畑   豊君 

17ヶ年   北  健司君 

7ヶ年   伊藤 一裕君 

7ヶ年   宅間 秀順君 

6ヶ年   中島    泉君 

4ヶ年   青山  博徳君 

4ヶ年   岡嶋  良樹君 

2ヶ年   小野寺  誠君 

先週の記録 

会長挨拶      会長  近藤 太門君 

皆さんこんにちは、会員の皆さんのご協力とお力

添えをいただいたおかげで、本日、無事に今年度

の第１回目の例会を開催する事が出来ました事を

先ずもって感謝申し上げます。今日から永い一年

間ではありますが、この先もロータリアンの友情

と寛容の気持ちで、ご支援をいただければ幸いで

す。さて、今年のクラブテーマを、「ロータリアン

の第一歩は、まずは例会に出席しょう」としまし 

た。ロータリアンは例会の場においてお互いをよ

りよく理解出来れば、お互いの仕事の高潔さや、

その職業倫理も又理解出来る事と思います。奉仕

の実践は、まず「地元」、「足元」を第一に考えて

行きたいと思いますので、今後とも皆様の、ご理

解、ご協力をお願いします。

会      長 ：近藤  太門 例 会 日 ：金曜日 12:30～13:30 

副  会  長 ：加藤 久仁明 例 会 場 ：ホテルプラザ勝川 

副  会  長 ：野浪  正毅 事 務 局 ：春日井市鳥居松町5-45 

幹      事 ：加藤  宗生  Ｔ Ｅ Ｌ ：（0568）81-8498 

会報委員長 ：古屋  義夫 Ｆ Ａ Ｘ ：（0568）82-0265 

   Ｅ- mail ：Ksgi-rc@gaea.ocn.ne.jp 



幹事報告       幹事  加藤 宗生君 

第１回理事役員会 

下記の審議事項につきまして、全て可決承認され

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） 

第 4号議案：WFF出店の件 

第 5号議案：姉妹都市市民の会会費の件（２万円） 

報告事項 

＊定款（8－1）による休会日 ９/２９ １２/２

９ １/５ ３/３０ ４/２７ ６/２９ 

＊カジュアル例会 ７～１０ ５～６（ガバナー

及びガバナー補佐訪問時は除く） 

＊ホームページを更新しました。 

地区行事 

＊７/２１：会員増強セミナー １５時～ 出席者 

成瀬浩康会員増強委員長  

＊７/２５：危機管理セミナー １４時～ 出席者 

近藤太門会長 加藤宗生幹事 

＊７/２７：公共イメージ向上委員会 １５時～ 

出席者 近藤太門会長 

＊７/２８：国際奉仕委員会  １５時  出席者 

岡嶋良樹国際奉仕委員長 

＊８/４ ：財団セミナー   １２時  出席者 

近藤太門会長 加藤宗生幹事 

次週予告  

＊祝福 

＊クラブフォーラム 

＊全員協議会 

◎例会変更のお知らせ

名 古 屋 守 山 7月 19 日（水） 

Ｒ Ｃ 夜間例会の為 アサヒビール 

名 古 屋 葵 ７月 20 日（木） 7 月 19 日（水）

Ｒ  Ｃ 守山ＲＣ合同例会の為 アサヒビール

岡 崎 南 ７月 25 日（火） 18:30～

 Ｒ Ｃ 納涼家族会の為ガーデンミュージアム 

西   尾 7月 25 日（火）12:30～ 

Ｒ Ｃ 例会場都合の為西尾信金研修センター 

名古屋アイリス ７月 26 日（水）  

Ｒ Ｃ 夜間例会の為 グランコート名古屋 

名 古 屋 北 ７月28日（金）7月 27日（木）17:30～  

Ｒ Ｃ ＩＤＭの為 ガーブ・カステッロ 

一 宮 ７月 27日（木） 18:00～ 

Ｒ Ｃ 納涼例会の為 一宮商工会議所３階 

尾 張 旭 ７月２８日（金）7月 29日（土）18:00～ 

Ｒ Ｃ 夜間例会の為 国際ホテル 

瀬 戸 ７月 26日（水）7月 29 日（土） 

Ｒ Ｃ 夜間例会の為 サンプラザシーズンズ 

◎例会休会のお知らせ

○名古屋丸の内ＲＣ ７月２０日（木）は休会 

出席報告 委員長 梅村  守君 

会員 54 名 欠席 19名 出席率 68.4％ 

先々週の修正出席  欠席 0 名 出席率 100％ 

ニコボックス報告    委員長   芝田 貴之君 

○いろいろとお世話になりますよろしくお願いし

ます。              近藤 太門

君 

○7月 17日 IAC 年次大会宜しくお願いします。 

                青山 博徳君 

○新年度も宜しく。       伊藤 正之君 

○欠席続きでごめ～ん。近藤会長ガンバレ。 

                大橋 完一君 

○いつもありがとうございます。 大橋 省吾君 

○近藤丸の出向をお祝いして。  大原 泰昭君 

○新入会員稲垣君を紹介する喜びで。昨年のゴル

フで優勝しました。              加藤久仁明君 

○近藤会長ガンバッテ下さい。  加藤  茂君 

○新年度もよろしく。      貴田 永克君 

○近藤会長頑張って下さい 家内の誕生日に綺麗

なお花をありがとうございました 川瀬 治通君 

○新年度頑張って下さい     北  健司君 

○今年度も宜しくお願いします。近藤会長頑張っ

て下さい。           近藤 秀樹君 

○今年度会場委員頑張ります。近藤会長始め皆様

宜しくお願い致します。     下田 育雄君 

○近藤太門丸の航海を楽しみにしています。 

                宅間 秀順君 

○一年間宜しくお願いします。  杤本 正樹君 

○本年もよろしく。       場々大刀雄君 

○今年度初めての例会です。今年もよろしくお願

いします。           古屋 義夫君 

○本年度も宜しくお願いします。 屋嘉比良夫君 

○近藤丸の出向です。      山田  治君 

○本日は近藤丸の門出です。これより 1年間宜し

くお願いします。        和田 了司君 



○一年間宜しくお願いします 

足立 治夫君  梅村  守君  小柳出和文君  

岡嶋 良樹君  風岡 保広君  加藤 宗生君 

清水  勲君  芝田 貴之君  社本 太郎君 

名畑  豊君  成瀬 浩康君  野浪 正毅君 

早川 八郎君                                             

○ご協力ありがとうございます。

ニコボックス委員会

7/17（月・祝）インターアクト年次大会にご参加

お願いします。 

青少年奉仕委員長 青山博徳君 

2017 7/17 は「インターアクト年次大会」が春日

井 RC、名古屋空港 RC、名古屋城北 RC の３クラ

ブが提唱ロータリークラブとなって愛知県内１７

校のインターアクトクラブが春日井市民会館で一

同に集い社会奉仕、国際理解、国際交流など成果

を発表いたします。ホストは春日井市の春日丘高

校であり、当日は神野ガバナーをはじめ第２７６

０地区から多数の出席者もありインターアクトに

ついて活動をサポートしながらも知識を深めるこ

とができるかと思います。尚、当日、自家用車で

ご来場の場合でも駐車場はご用意がございます。

また昼食は黒潮にてご用意させていただいており

ますので順次お食べいただければ結構でございま

す。

日時：2017 年 9：30～17：05 
場所：春日井市民会館

受付：9：00～スタートします

服装：通常例会と同じとなります

例会：9：30～春日井市民会館」インターアクト

会場内にて例会を開催します。

当日は、ガバナー、地区役員、その他の近隣ロー

タリーの方々やマスコミ関係者もお見えになりま

すので春日井ロータリークラブの各メンバーがホ

ストロータリークラブとしての対応をお願い致し

ます。      

会長挨拶 近藤 太門君 

ビジター紹介 名古屋空港 RC 

ビジター紹介 名古屋城北 RC 

新入会員 稲垣 勝彦君 


