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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 

・黙祷       会長    川瀬 治通君 

・国歌     「君が代」 

・ROTARY SONG 「我等の生業」 

・ビジター紹介   会長    川瀬 治通君  

昌和工業株式会社 代表取締役社長 風岡 明憲様 

公益社団法人 春日井青年会議所 

２０１９年度専務理事       田中 大輔様 

活気ある渉外活動支援委員会 委員長 松原 悠太様

・食事・歓談    

・委員会報告       

・会長挨拶     会長    川瀬 治通君 

・新春祝賀会 

・幹事報告          幹事    古屋 義夫君 

・点 鐘       会長      川瀬 治通君 

先週の記録  

会長挨拶 会長  川瀬 治通君 

「もう12月…！」 

「もう12月ですね。1年、早かったですね。」

「本当にそうですね。」こんな挨拶が12月になる

とあちこちで交わされます。歳をとるほど、時が

早く流れるように感ずるのは何故でしょう。その

理由として最も有名なのが「ジャネーの法則」で

す。19世紀フランスの哲学者：ポール・ジャネは

次のように説明しています。「生涯のある時期に

おける時間の心理的長さは年齢に反比例する」。例

えて言えば、5 歳の子供にとって 1 年はこれまで

生きてきた1/5ですが、50歳の大人にとって1年

はこれまで生きてきた1/50にしかすぎません。す

なわち、5歳の子供の 1年は 50 歳の大人の10 年

に相当することになります。ですから、「1年たつ

のは早いね。」という子供はいないわけです。 

２０１９年1月１１日（金）２３９１回（１月第１例会）

それでは、いつ頃から1年を早く感ずるようにな

るのでしょう。「早く大人になりたい」と思って 

いる頃は時の流れはゆっくりで、「歳を取りたく

ないなあ」と思い始めるころから時の流れは早く

なるのではないでしょうか。 

年末に「1 年、早かったですね。」と言えるこ

とは、とても幸せなことだと思います。大変なこ

とや辛いことがある時は、時の流れを遅く感ずる

ものです。そんな年は「やっと12月」と思うでし

ょう。「早かったですね」と言えるのは、その様な

ことなく、平穏に過ごせた1年だったということ

でしょう。来年は、心から「1 年、早かったです

ね。」と言えるような、平穏な年にしたいですね。 

また、何もしないままなんとなく単調で退屈な

1年を過ごした人は時の流れを遅く感じ、1年を長

く感じるかもしれません。一方、夢中になること

があって、あっという間に1年が過ぎてしまった

人は充実感や満足感をしっかりと実感できること

でしょう。来年は充実した1年になるように、仕

事だけではなく、何か新しいことにチャレンジし、

夢中になれることを見つけてみませんか。 

それでは、よいお年をお迎えください。 

幹事所感 幹事 古屋 義夫君 

謹賀新年… 

今年もどうぞよろしくお願い申し上げます！ 

クリスマス家族会とっても楽しかったですね… 

ちびっこ達もとっても喜んでくれたように感じまし

た。そしてちびっこ達が楽しく感じてくれる事によ

ってそのご家族が幸せな気持ちになりそして春日井

ロータリークラブの家族会が素晴らしい物になりま

した。親睦委員会のメンバーの皆様そして事務局の

石田くんそして御尽力頂いた関連の皆さま本当にあ

りがとうございました。また当日の御料理さえもホ

テルにお任せではなくて事前にロータリーメンバー 



が有料の試食会を個人負担で開催しそこで選びぬか

れた一品ばかりで構成されたまさにベストオブベス

トなものである事を皆さんご存知だったでしょう

か？そして、こころのこもったほのぼのとした進行

によって参加してくださった皆さんに笑顔が満ち溢

れそしてそれらは私達の心に深く沁みわたり結果と

して楽しくて素晴らしいクリスマス家族会になった

のだと思います。 

メンバーやご家族の皆さまそしてちびっこ達もこの

クリスマス家族会に参加する事でロータリアンの友

情といっぱいの楽しい思い出を戴く事ができました。 

本当にありがとうございました。 

きっとちびっこ達はまた来年も来てくれると思いま

すよ。

◎例会変更のおしらせ

◎例会休会のおしらせ 

あまＲＣ       １月１４日（月） 休会 

名古屋空港ＲＣ    １月１４日（月） 休会 

名古屋丸の内ＲＣ  １月１７日（木） 休会

出席報告 委員長 小柳出 和文君 

会員 55名 欠席 26名 出席率 52.7% 

先々週の修正出席 欠席 4名 出席率 92.7% 

ニコボックス報告    委員長   藤川 誠二君 

〇クリスマス家族会 お楽しみください。親睦委

員会の皆さん，ありがとう！   川瀬 治通君

○古希の祝福を受ける喜びで。  北  健司君        

〇ダイアモンド婚をありがとうございました。             

加藤  茂君

〇今年一年お世話になりました。本日も楽しいク

スマス会に多勢参加させていただきます。  

                宅間 秀順君                     

〇アメリカに留学している娘が，もうじき帰って

きます。            杤本 正樹君

〇クリスマス家族会をエンジョイしたいと思いま

す。皆様よろしくお願いします。 古屋 義夫君

〇親睦委員会の皆様ご苦労様。楽しませていただ

きます。            和田 了司君

〇クリスマス家族会楽しみにしております。祝福

の方おめでとうございます。

伊藤 正之君  稲垣 勝彦君  梅村 守君  

大橋 省吾君  小川  長君  加藤久仁明君  

加藤 宗生君  貴田 永克君  近藤 太門君  

芝田 貴之君  社本 太郎君  下田 育雄君

成瀬 浩康君  西尾 隆吏君  野浪 正毅君  

藤川 誠二君  三上  努君  屋嘉比良夫君  

山田  治君

川瀬会長挨拶 

次期会長挨拶 北 健司君 

慶祝のみなさん 

名 古 屋 城 北 1月 15日（火）

Ｒ  Ｃ 初詣例会の為  大須観音 

名 古 屋 空 港 1月 21日（月）

Ｒ  Ｃ 2000 回記念例会の為 

名 古 屋 名 東 1月 22日（火）

Ｒ  Ｃ 職場例会の為  ㈱リンタツ 

名古屋丸の内 １月 24日（木）9：00～

Ｒ  Ｃ 職場見学の為 高丸食品他 



寄附への御礼 




