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例会場：ホテルプラザ勝川 例会日：金曜日 12:30-13:30 

本日のプログラム 
司会     会場委員会 

・点 鐘      会長    川瀬 治通君 

・国歌     「君が代」 

・ROTARY SONG 「奉仕の理想」 

・ビジター紹介   会長    川瀬 治通君  

尾張旭ＲＣ 会長エレクト  加藤 清久君 

・食事・歓談    

・委員会報告 

・祝福 

・卓話             三上  努君 

                西尾 隆吏君 

・幹事報告          幹事    古屋 義夫君 

・点 鐘       会長      川瀬 治通君 

今月の祝福 

会員誕生日 

１５日  三上  努君 

２５日  内藤 修久君 

３０日  速水 敬志君 

結婚記念日 

４日  三上   努君 

１１日  近藤 太門君 

１１日  小柳出和文君 

夫人誕生日 

３日    速水 敬志君・文子さん 

８日    伊藤 正之君・君子さん 

１２日   名畑  豊君・ゆかりさん 

２５日   野田  勇君・幸子さん 

２６日   社本 太郎君・富志さん 

２８日   高木  修君・洋子さん 

アテンダンス表彰 

１４ヶ年   大畑 一久君 

５ヶ年   速水 敬志君 

２０１８年１１月９日（金）２３８５回（１１月第１例会）

       先週の記録  

会長挨拶 

WFF に参加していただいた会員の皆様、ありがと

うございました。そして、東尾張分区のブースに

出店していただき、2 日間にわたって焼き鳥を焼

き続けていただいた小柳出君には特に感謝をいた

します。 

今年は天候にも恵まれ、子供連れ、お年寄り、ハ

ロウィーンの仮装をした若者たちで会場はすれ違

うのも大変なくらいでした。インターアクトのメ

ンバーが大きな袋にゴミを詰め、片づけている姿

は眩しかったですね。 

ブースの前で呼び込みをしていたら、老年の男性

から声をかけられ、「ロータリークラブの会員は

お金持ちの経営者が多いと思うが、海外ばかりの

支援をするのではなく、日本の若者たちのために

使ったらどうだ。」と聞かれました。国内での補助

金を使った事業や留学生派遣などについてご説明

し納得していただけました。こんな接点を持てる

のもWFFの良いところかもしれません。 

ロータリークラブとインターアクトクラブを知っ

ていただき、イメージの向上につながる機会であ

ったと思います。 

幹事所感 

WFFご参加本当にありがとうございました。 

またブースをご出店頂きました小柳出くんを始め

WFF 運営にご尽力頂きましたメンバーの方々に深

く御礼申し上げます。 

私は東尾張分区のブースと本部以外には行けませ

んでしたのでWFF総括はできませんが昨年度と比

較し両日共に素晴らしい天気に恵まれて多く市民

の方々にロータリークラブの存在とその活動を知

って頂く良い機会になっていると思います。 

今回のようなWFF等のような事業や春日井ロータ 



リークラブが 11/17 に開催する”ロータリーデー”

のような地道な活動こそが、たんなる消化型のイ

ベントではなくて本当の意味で”公共イメージの

向上”につながりそしてロータリーの未来を方向

づける重要な事業だと考えています。 

◎例会変更のおしらせ

◎例会休会のおしらせ 

名古屋丸の内ＲＣ   １１月２２日（木）休会 

名古屋大須ＲＣ    １１月２２日（木）休会 

出席報告 委員長 小柳出 和文君 

会員 55 名 欠席 0 名 出席率 100.0% 

先々週の修正出席  欠席 3 名 出席率 94.5% 

ニコボックス報告    委員長 藤川 誠二君 

ＷＦＦ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    岡本 博貴君  

小川 茂徳君  小川  長君   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    

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  友松 英樹君

中川   健君  中島  泉君  名畑  豊君    

成瀬 浩康君  新美 治男君    内藤 修久君    

西尾 隆吏君    野田  勇君  野浪 正毅君   

三上  努君  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 

第 6回ワールドフード＆ふれ愛フェスタ 

（10月 27・28日） 

名 古 屋 空 港 1１月 12 日（月）→1１月１０・１１日

Ｒ  Ｃ 地区大会の為 蒲郡市民会館他 

瀬 戸 北 1１月 13 日（火）

Ｒ  Ｃ 職場例会の為 尾張旭商工会館 

名 古 屋 城 北 11 月 13 日（火）→11 月 10 日・11 日

Ｒ  Ｃ 地区大会の為 蒲郡市民会館他 

岩 倉 11 月 13 日（火）→11 月 10 日・11 日

Ｒ  Ｃ 地区大会の為 蒲郡市民会館他 

名 古 屋 千 種 11 月 13 日（火）

Ｒ  Ｃ 合同例会の為 名古屋東急ホテル 

江 南 1１月 15 日（木）→11 月 11 日

Ｒ  Ｃ 地区大会の為 蒲郡市民会館他

名古屋みなと 11 月 16 日（金）→11 月 11 日

Ｒ  Ｃ 地区大会の為 蒲郡市民会館他 

岡 崎 南 11 月 17 日（土）

Ｒ  Ｃ 研究所交流の為 小久井農場 



「エンド・ポリオ・ナイト」ジュディ・オングさん 

ＷＦＦ 第 1日目（10月 27日）集合写真 



ＷＦＦ 第 2日目（10月 28日）集合写真 

大活躍の小柳出 和文君 

春日丘高校インターアクトクラブの清掃活動 


