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祝福 卓話 休会（定款 8-1） 家族会（持出し例会）

卓話 春日井市長 伊藤太様 ラグビー登山家 長澤奏喜 様 18：00～ ナゴヤドーム
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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    

・会長挨拶          近藤 太門君 

・入会式 

・次期委員長挨拶       各委員長 

・50周年記念実行委員会報告 

・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 

皆さん、いよいよ 3 月になりました。毎年の年中

行事ではありますが予算を消化する為かあちらこち

らで道路工事が行われています。また皆様には、大

きなお世話とお りをいただくかもしれませんが 3

月15日が近づき、個人の確定申告が迫っております。

今日は大勢のお客様をお迎えしております。お客様

の皆様にはそれぞれのお立場でのご挨拶をいただき

たいと思います。先般、台湾の「東港ロータリーク

ラブ」との姉妹クラブの締結調印のクラブ行事の報

告だけをしましたが後ほど台湾滞在中の報告もさせ

ていただきますので、よろしくお願いいたします。 

２０１８年３月９日（金）２３５９回（３月第２例会） 

幹事報告         幹事  加藤 宗生君 

第９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２月度収支承
認の件

第 2号議案：セブRC来日懇親会開催の件
第 3号議案：消防署員表彰の件
第 4号議案：わいわいカーニバル協賛の件
第５号議案：全国高等学校剣道選抜大会協賛の件

第６号議案：中部経済新聞社ロータリークラブ特

集広告掲載の件

地区行事

＊３月１５日：イメージ向上委員会 １６時～ 

出席者 近藤太門会長 加藤宗生幹事 

名鉄グランドホテル

＊３月１７日：米山奨学生歓送会および指導教員

への感謝の会 １７時～ 

       出席者 清水 勲カウンセラー 

ホテルキャッスルプラザ

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 名 東 3月 13 日（火）18：00～ 

Ｒ Ｃ 夜間例会の為  

愛 知 長 久 手 3月 20 日（火）18：30～ 

Ｒ Ｃ 夜間例会の為  

江     南 3月 22 日（木）19：00～ 

Ｒ Ｃ 夜間例会の為 うまいもんバル 

尾 張 旭 3月 23 日（金）→3月 24 日（土） 

Ｒ Ｃ 合同交流夜間例会の為  

◎例会休会のお知らせ 

○名古屋空港ＲＣ   ３月１９日（月）休会 

○名古屋東ＲＣ    ３月１９日（月）休会 

○名古屋城北ＲＣ   ３月２０日（火）休会 

○岩倉ＲＣ      ３月２０日（火）休会 

○小牧ＲＣ      ３月２１日（水）休会 

○名古屋名駅ＲＣ   ３月２１日（水）休会 

○名古屋アイリスＲＣ ３月２１日（水）休会 

○瀬戸ＲＣ      ３月２１日（水）休会 

○名古屋守山ＲＣ  ３月２１日（水）休会 

出席報告 委員長 梅村  守君 

会員 52 名 欠席 20名 出席率 61.5% 
先々週の修正出席  欠席  3名 出席率 94.2%  

ニコボックス報告   委員長   芝田 貴之君 

○東港の報告よろしく      近藤 太門君 

○写真展にご来場いただきありがとうございまし

た。              和田 了司君 

○ＩＡＣ年次大会報告書お持ち帰りください。             

青山 博徳君 

○ワールドカップラグビーチケット豊田パックが 

当たりました。         栃本 正樹君 

○先週、犬山ハーフマラソンに出てきました。無

事、自己ベストでした。ありがとうございます。

                藤川 誠二君 

○イ・ビンさん、いつもありがとうございます。

これからもよろしく！      古屋 義夫君 

速水 敬志君  岡本博貴君  小野寺 誠君 

下田 育雄君 

○岡本君の卓話楽しみにしています。     

場々太刀雄君  稲垣 勝彦君  加藤久二明君  

加藤 宗生君  加藤  茂君  川瀬 治通君  

貴田 永克君  近藤 秀樹君  中川  健君  

成瀬 浩康君  小川  長君  大原 泰昭君  

大橋 省吾君  小柳出和文君  社本 太郎君 

清水  勲君  宅間 秀順君  梅村  守君 

屋嘉比良夫君  山田  治君  

○ご協力ありがとうございます。

ニコボックス委員会一同

卓話  東港姉妹締結報告 

      国際奉仕委員長  岡本 博貴君 

皆さん改めましてこんにちは。私は国際奉仕委員

長をさせて頂いております岡本博貴と申します。

どうぞ、よろしくお願いいたします。 

本日の報告は、東港ロータリークラブ様に姉妹締

結に行った際の報告をさせていただきます。 

本日はスライドの写真を見てご説明をさせて頂き

ますので、よろしくお願いいたします。 

諸先輩方のアドバイスで、東港は観光するところ

があまりないとの話を聞いていましたので、まず

は台湾の北、台北で２泊することにしました。 

今回は、易敏さんに同行していただき大変心強く、

通常のツアーでの旅行より素敵な体験をさせて頂

き、本当に感謝しています。 

まずは、龍山寺の観光・１０１タワーへの観光を

して、夜は夜市にて夕食をとりました。次の日は

九分・十分に観光へ行きました。 

３日は東港に新幹線を使って行きました。現地で

は、大変多くのロータリーの皆様に出迎えていた

だき、「春日井ロータリークラブようこそ」と書い

た横断幕も用意していただき大変感動いたしまし

た。知っている方も多くいると思いますが，スシ

さんというメンバーの飲食店に招待していただき、

大変豪華な食事を用意していただきました。東港

には観光の場所は少なく、唯一のお寺に行きまし

た。そのお寺には一艘の大きな船があります。 

3 年に一度この船を海に浮かべて、この地域の大

漁祈願、町の安泰を願う儀式があるようです。 

来年その行事が執り行われ、写真でも分かります

ように、大変多くの皆さんが集まるお祭りとなり

ます。そして、たまたまその場にロータリークラ

ブの女性会の方たちが、貧しい娘達に物資を配る

というような企画をしているのに遭遇し、女性会

だけでもしっかり事業を行っているようだと感じ

ました。締結式は例会で行われており、会長幹事

は当然ですが、私までサインをさせて頂きました。

懇親会でも大いに盛り上がり、大変意義のある旅

をさせて頂きました。このような機会は、大変貴

重で委員長冥利につきると感じました。 

ご清聴ありがとうございました。 



会長あいさつ 近藤 太門君 

例会風景

ガールスカウト第 40団委員長 谷田 光代様 

ガールスカウト第 74団委員長 鈴木 幸代様

ガールスカウト第 110 団委員   長森 久子様 

雨にも負けずプロジェクト代表 中川 国広様 



中部大学春日丘高校 IAC 松本 誠太様 

卓話  東港姉妹締結報告  岡本 博貴君 米山奨学生 易 敏 様 あいさつ 


