
ロータリー財団月間

１１月２４日（金） １２月１日（金） １２月８日（金） １２月１５日（金）

祝福 第６回理事役員会 11：30～ 祝福 卓話

ロータリー財団 卓話 年次総会 セブ報告 中部大学 堀部 貴紀氏

例

会

予

定 13:30～50周年実行委員会
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 

2017～2018年度 WEEKLY REPORT 
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  「四つのテスト」 

・今月の歌   「紅葉
も み じ

」 

・ビジター紹介        近藤 太門君     

・食事・歓談 

・委員会報告 

・会長挨拶 

・福祉のつどい 

・幹事報告          加藤 宗生君 

・点 鐘           近藤 太門君 

今月の歌 

      紅葉
もみじ

    秋の夕日に   照る山紅葉 

    濃いも薄いも  数ある中に 

    松をいろどる  楓や蔦は 

    山のふもとの  裾模様 

       先週の記録   

幹事報告       幹事  加藤 宗生君 

第５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１０月度収支
承認の件

第 2号議案：警察署員の表彰の件
第 3号議案：クリスマス会の開催の件
第 4号議案：２０１６年規定審議会決定事項の受
け入れについて

その他議案：創立 50 周年記念公演会日程につい
て、２０１８年１１月 17日

２０１７年１１月１１日（土）２３４５回（１１月第２例会）

：ホームページ上に会員限定サイトを

作成して経費削減と合理化

報告事項

＊案内文書等の発信方法について

＊IAC年次大会の報告

☆１１月２４日

祝福

卓話 ロータリー財団 加藤 浩一君

◎例会変更のお知らせ

岩  倉 11月28日（火）→11月25日（土）18：00～ 

Ｒ Ｃ そば例会の為  十五や 

名 古 屋 空 港 11月27日（月） 

Ｒ Ｃ 補助金事業の為  

◎例会休会のおしらせ 

○あまＲＣ     11月２０日（月）休会 

○瀬戸北ＲＣ    11月２１日（火）休会 

○瀬戸ＲＣ     11月２２日（水）休会 

○名古屋大須ＲＣ  11月２３日（木）休会 

○名古屋葵ＲＣ   11月２３日（木）休会 

○名古屋丸の内ＲＣ 11月２３日（木）休会 

出席報告 委員長 梅村  守君 

会員 52名 欠席0名 出席率100％ 

先々週の修正出席  欠席0名 出席率100％ 

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 



ニコボックス報告 委員長  芝田 貴之君

○ＩＭに参加して 

足立 治夫君  青山 博徳君  伊藤 一裕君  

伊藤 正之君  稲垣 勝彦君  梅田 英夫君  

梅村 守君   大橋 完一君  大橋 省吾君  

大原 泰昭君  大畑 一久君  岡嶋 良樹君  

岡田 義邦君    岡本 博貴君  小川 茂徳君  

小川  長君    小野寺 誠君  小柳出和文君   

加藤久仁明君  加藤  茂君  加藤 宗生君   

風岡 保広君  川瀬 治通君  神田 寛司君 

北  健司君  貴田 永克君  近藤 太門君 

近藤 秀樹君    芝田 貴之君  清水  勲君  

社本 太郎君  下田 育雄君    高木  修君  

宅間 秀順君  峠 テル子君    杤本 正樹君   

中川   健君  中島  泉君  名畑  豊君

成瀬 浩康君  新美 治男君  野田 勇君 

野浪 正毅君    早川 八郎君  速水 敬志君 

場々大刀雄君   藤川 誠二君  古屋 義夫君  

日比 雄将君    松尾 隆徳君  屋嘉比良夫君  

山田 治君      和田 了司君 

○ご協力ありがとうございます。

ニコボックス委員会 

インターシティーミーティング 


