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本日のプログラム 

司会   会場委員会

・点 鐘           近藤 太門君 

・ROTARY SONG    「四つのテスト」 

・今月の歌    「仰げば尊し」 

・ビジター紹介        近藤 太門君    

・委員会報告 

・祝福 

・卓話 春日井市長      伊藤  太様 

・幹事報告                    加藤 宗生君 

・点 鐘           近藤 太門君 

今月の歌 

仰げば尊し 

あおげば尊し  我が師の恩 

     教えの庭にも  はや幾年 

     思えばいととし この年月 

     今こそ別れめ  いざさらば 

       先週の記録  

会長挨拶           近藤 太門君 

今日の例会は、卒業式の時期にふさわしく「仰げば

尊し」を久し振りに歌わせもらいました。最近は卒

業式で、この仰げば尊しを卒業生に歌わない学校が 

あるとも聞きます。悲しいなぁ。「師の恩」「親の

恩」「社会の恩」は何処へ・・ 

4 日に「小牧ワイナリー」へ神野ガバナー、地区委

員、鈴木文勝ガバナー補佐、分区の会長、幹事、小

牧ロータリークラブのメンバーの皆さんとブドウの

苗木の植樹式を行いました。ここの施設は、身障者

の自立支援の施設なので、多くのブドウの生産、収

穫が出来、更に多くのワインが販売出来れば、入所

者の自立になるとの事でした。分区のロータリーク

ラブでは、200 本のブドウの苗木を寄贈したという

ことです。 

２０１８年３月１６日（金）２３６０回（３月第３例会） 

幹事報告         幹事  加藤 宗生君 

☆３月１６日（金） 祝福

     卓話 春日井市長  伊藤 太  様

今月の祝福 

会員誕生 

1日  川瀬 治通君 

1日 小野寺 誠君 

5日 松尾 隆徳君 

結婚記念 

4日  和田 了司君 

6日  成瀬 浩康君 

6日 藤川 誠二君 

16日 梅村  守君 

18日 風岡 保広君 

21日 日比 雄将君 

26日 北  健司君 

26日 速水 敬志君 

夫人誕生日 

10日  伊藤 一裕君・春美さん 

27日 大原 泰昭君・玲子さん 

29日 加藤 久仁明君・晴美さん 

アテンダンス 

2 ヶ年 小柳出和文君

 〃  藤川 誠二君 

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 



◎例会変更のお知らせ

名 古 屋 東 3月 26日（月）→3月 27 日（火）18：00～ 

Ｒ Ｃ 夜間例会の為 八事八勝館 

名 古 屋 城 北 3月 27 日（火） 

Ｒ Ｃ ロータリーロード植樹例会の為  

名古屋アイリス 3月 28日（水）→3月 27 日（火）18：00～ 

Ｒ Ｃ 合同例会の為 名古屋ガーデンパレス 

瀬 戸 3月 28日（水）→3月 24 日（土）25日（日） 

Ｒ Ｃ RYLAセミナーの為 トヨタつどいの丘  

名 古 屋 守 山 3月 28日（水）→3月 27 日（火）18：00～ 

Ｒ Ｃ 合同例会の為 名古屋ガーデンパレス 

名 古 屋 北 3月 30日（金）→3月 27 日（火）18：00～ 

Ｒ Ｃ 合同例会の為 名古屋ガーデンパレス 

◎例会休会のお知らせ 

○名古屋栄ＲＣ    ３月２６日（月）休会 

○愛知長久手ＲＣ   ３月２７日（火）休会 

○名古屋大須ＲＣ   ３月２９日（木）休会 

出席報告 委員長 梅村  守君 

会員 52 名 欠席 18 名 出席率 65.3% 

先々週の修正出席  欠席  4 名 出席率 92.3%  

ニコボックス報告   委員長   芝田 貴之君 

○友松君を新会員でお迎えする喜びで。

近藤 太門君

○入会させていただきます。宜しくお願いし

ます。          友松 英樹君

○50 周年について話をさせていただきます。

川瀨 治道君

○周年事業準備が始まります。青山 博徳君

○50 周年記念事業について発表させていただ

きます。         社本 太郎君

○ロータリーの森に春が来ました。来てくだ

さい。          早川 八郎君

○石田さんありがとう。   山田  治君

○友松君入会おめでとうございます。

古屋 義夫君  下田 育雄君  梅村  守君 

杤本 正樹君  岡本 博貴君  宅間 秀順君 

加藤  茂君  小野寺 誠君  藤川 誠二君 

北  健司君  稲垣 勝彦君  加藤 宗生君 

近藤 秀樹君  場々大刀雄君  大原 泰昭君 

風岡 保広君  小川  長君  大橋 省吾君 

大畑 一久君  成瀬 浩康君 小柳出和文君 

清水  勲君  屋嘉比良夫君  和田 了司君 

貴田 永克君                            

○ご協力ありがとうございます。

ニコボックス委員会一同

会長挨拶 近藤 太門君 

例会風景 

友松 英樹君 入会式  



５０周年記念実行委員会報告 

ポイ捨て・ふん害防止啓発活動 


