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6 月 11日（火） 6月 21 日（金） 6月 28日（金） 7月 5日（金） 

犬山ＲＣ合同例会 IDM（夜間例会） 休会（定款８－１） 第１回理事会 11：15～ 

名鉄犬山ホテル ホテルプラザ勝川 全員協議会
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“未来に向けて 帆を上げよう！”
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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   「日も風も星も」 

・ビジター紹介   会長   川瀬 治通君  

 春日井市消防長       大谷 雅人様 

 春日井市消防本部消防司令補 長谷川秀吉様 

 春日井市消防本部消防司令補 堀野 哲矢様 

 春日井市消防本部消防司令補 冨田 雅也様 

 春日井市消防本部総務課   嶋田有希子様 

・食事・歓談    

・委員会報告 

・祝福 

・入会式            西村 輝幸君 

・卓話   春日井市消防長   大谷 雅人様 

・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 

「親睦小旅行」 

心配されたお天気も、皆さんの心がけが良いお

陰でしょうか、雨も降らずに予定通り川床でお食

事を摂ることができます。会員の皆様はもちろん、

ご一緒してくださったご家族の皆様、そして米山

奨学生のフォンさん、ありがとうございます。 

後ほど散策する「貴船神社」は縁結びのパワー

スポットと言われています。必要のある方は、し

っかり参拝してきてください。また、川床、貴船

神社、京都御所には良い撮影ポイントがあると思

います。次回の写真展のために素敵な風景を探し

写真に収めてください。 

最後になりましたが、この親睦小旅行の準備を 

２０１９年６月７日（金）２４０７回（６月第１例会）

進めてくださった親睦委員会の大橋委員長はじ

め委員の皆様に深く感謝します。それでは、川床

での美味しい京料理をゆっくりとお楽しみくださ

い。 

幹事所感         幹事    古屋 義夫君 

春日井ロータリークラブの日帰り旅行(持出し
例会)として親睦委員会さんが企画してくださり
5/31 京都の貴船に川床料理を楽しみに行ってま
いりました。

5/31 は世界会議の日程と近接していた事もあ
り世界会議に出席するため誠に残念ながら出席が

出来ない方も若干名お見えになりましたが…

今回はメンバーとその奥様等がバス旅行にご一

緒してくださり定員 52名のバスに出席者総勢 30
名＋添乗員という事で座席も割とゆったりとした

感じで行って参りました。

結論から申し上げるならば”バス旅行って究極

ののんびり旅行が体験できますね…”

何しろ目的地そのものまで何も考えなくても…

何もしなくても…そしてお酒を飲みながらディス

カッションしながらでも全く労せずに到着してし

まうんですからね。

考えてみればこれは結構凄い事なのかもしれな

いですね…

もちろんメンバーとご一緒した貴船での食事や

周辺の散策も充分楽しかったのですが…

しかしなんと言っても仲間とバスの中でゆった

りと語らいながら過ごす時間は格別でした。

本当に久しぶりのバス旅行…

また新たなメンバーの素顔が見えたようで楽し

くて心休まる旅行が出来たと感謝をいたします。

親睦委員会さんありがとうございました。



今月の祝福 

会員誕生日 

13 日  加藤 久仁明君 

結婚記念日

6 日   中川  健君 

夫人誕生日 

1 日  大畑 一久君・三千代さん 

16 日  小川茂徳君・育代さん 

18 日  藤川誠二君・美由紀さん 

アテンダンス 

4 ヶ年  大原 泰昭君 

１ヶ年   西尾 隆吏君 

１ヶ年   三上   努君 

１ヶ年    内藤 修久君  

◎例会変更のおしらせ 

◎例会休会のお知らせ 

江南ＲＣ      ６月１３日（木）休会 

出席報告 委員長 小柳出 和文君 

会員 52名 欠席 34名  出席率 34.6% 

先々週の修正出席 欠席 2名 出席率 96.2% 

ニコボックス委員会 委員長  藤川 誠二君 

○日帰り小旅行に参加して 

青山 博徳君 稲垣 勝彦君  梅村  守君 

大橋 省吾君 小川 茂徳君  加藤 宗生君 

川瀬 治通君 北  健司君  芝田 貴之君 

下田 育雄君 社本 太郎君  杤本 正樹君 

野浪 正毅君 早川 八郎君  速水 敬志君 

古屋 義夫君 三上  努君  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 

家族例会 京都小旅行 

貴船・川床料理 

名古屋千種 6月 18日（火）

Ｒ  Ｃ 夜間例会の為 松楓閣 

犬 山 6月 18日（火）→6月 22日（土）

Ｒ  Ｃ 最終例会の為 名鉄犬山ホテル 

愛 知 長 久 手 6月 18日（火）→6月 19日（水）

Ｒ  Ｃ 夜間例会の為 未定  

岩    倉 6月 18日（火）→6月 22日（土）

Ｒ  Ｃ 夜間例会の為 和食にわ 

名 古 屋 守 山 6月 19日（水）

Ｒ  Ｃ 夜間例会の為  未定 

名古屋宮の杜 6月 20日（木）

Ｒ  Ｃ 下期納会の為 名古屋東急ホテル 

名古屋丸の内 6月 20日（木）18：30～

Ｒ  Ｃ 夜間例会の為  安江 



米山奨学生 グェン クイン フォンさん 

会長挨拶 川瀬 治通君 



仙洞御所 


