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本日のプログラム 
司会     会場委員会 

・点 鐘      会長    北  健司君 

・ROTARY SONG 「われ等日本のロータリアン」 

・今月の歌      「夏の思い出」 

・ビジター紹介   会長    北  健司君  

 名古屋空港ＲＣ  会長    稲熊 正徳君            

 名古屋空港ＲＣ  幹事    阿萬 裕子君  

 名古屋城北ＲＣ  会長    舟橋 伸治君 

 名古屋城北ＲＣ  幹事    山田 恭敬君   

 名古屋清須ＲＣ  会長    今村 達雄君 

(2019-20 年度地区大会実行委員)  

 2019－20 年度地区大会実行委員  和田  典之君 

・各ＲＣ会長・幹事挨拶 

・地区大会ＰＲ         今村 達雄君 

・食事・歓談    

・委員会報告 

・祝福 

・クラブフォーラム 

・幹事報告          幹事    青山 博徳君 

・点 鐘       会長      北  健司君 

・今月の歌 

  「夏の思い出」 

夏がくれば 思い出す 

はるかな尾瀬 遠い空 

霧の中に うかびくる 

やさしいかげ 野のこみち 

みずばしょうの花が さいている 

夢みてさいている  水のほとり 

ひゃくなげ色に   たそがれる 

はるかな尾瀬     遠い空 

先週の記録  

会長挨拶         会長 北  健司君 

「今年度のクラブ活動方針について」

皆様こんにちは。2019-20 年度最初の会長挨拶を

させていただきます。この度伝統ある春日井ロータ 

２０１９年７月１２日（金）２４１１回（７月第２例会）

リークラブ第 51 代会長を務めさせていただけるこ

とは大変光栄のことと存じます。本日この場に立た

せていただけたことに、まずもって会員各位に感謝

を申し上げたく存じます。

ロータリーは 2005 年に 100 周年を迎えました。日

本のロータリーは来年 2020 年に 100 周年を迎えま

す。今、国際ロータリーからはさまざまな変革の示

唆が届いています。最新の規程審議会では思いもよ

らなかった決定がなされています。次世代のロータ

リークラブがどうあるべきか？また目指すものは

何か？伝統と言われる価値観と、新たな方向性との

整合性について考えさせられる時期でもあると思

っています。 

春日井ロータリークラブは、この春、創立 50 周年

の大きな節目を迎えました。川瀬前会長は 50 周年

事業を果たしつつ、いくつかの改革にチャレンジさ

れましたが、その一つ一つを参考にさせていただき

ながら、次世代への道しるべとなるような年度にな

ればと考えています。 

私達はロータリークラブの内側に在籍していて日

頃あまり気づかないのですが、地域社会においてロ

ータリークラブというもの、あるいはその会員であ

ることへの羨望と憧れは大変大きいものがありま

す。それはなぜでしょうか。各種団体や事業への多

額の寄附が評価されているのでしょうか。あるいは

ロータリーの綱領や、四つのテストに象徴される崇

高な理念に基づく行動規範でしょうか。私は会員各

位の日々の行動によって築き上げられた信頼であ

ろうと思っています。会員一人ひとりがそれぞれの

職業や職域、あるいは専門分野において発揮する高

度な専門性や、誠実で実直な行動。そのすべての活

動の中から醸し出される人間性であろうと思って

います。 

ロータリークラブのあり方を考える時、クラブとし

て何ができるかを考えることも大切ですが、原則



一人ひとりが輝いていてこそのロータリーではない

でしょうか。その輝きの集合こそがロータリーの魅

力ではないかと思います。今年度は大きな行事があ

りません。このような年度こそ会員の親睦と、地域

社会との繋がりを図りたいと思っています。このよ

うな想いから今年度のクラブテーマを「一人ひとり

が輝こう」、そしてサブテーマとして「出会いと絆を

大切に」とさせていただきました。一人ひとりがさ

らに輝きを増し、またこの一年が充実した楽しいロ

ータリーライフとなるよう努めてまいります。皆様

のご理解とご協力をお願いいたしまして会長挨拶と

いたします。有難うございました。

幹事報告 幹事 青山 博徳君 

5 日の理事会に置いて下記の件可決承認されました 

第１号議案：開始貸借対照表および前期決算承認の

件       

第 2号議案：第３９回福祉のつどい参加・協賛の件 

（協賛のみ） 

第 3号議案：春日井明るい社会づくりの会 賛助会

員継続の件 

第 4号議案：第 38回新春春日井マラソン大会に係る

協賛の件 

◎7/12 の例会は名古屋空港・名古屋城北の各 RCの

会長幹事が RC相互訪問の為、名古屋清須 RCが地区

大会 PRの為、例会に来訪されます。 

◎7/26 IDM 土用丑の日 勝川 水徳にて 18：30

開始となります。 

◎新しい事務所パソコンが会長から寄贈されました。 

今月の祝福 

会員誕生日 

１日   近藤 太門君 

３日  加藤  茂君 

１３日  北  健司君 

１７日  古屋 義夫君 

２１日  山田  治君 

２２日  青山 博徳君 

夫人誕生日 

１日  川瀬 治通君・由紀子さん 

８日  宅間 秀順君・裕美子さん 

１３日  内藤 修久君・明子さん 

２４日  近藤 太門君・八重子さん 

２５日  場々 大刀雄君・みづえさん 

２６日  早川 八郎君・和代さん 

３１日  和田 了司君・維希子さん 

アテンダンス表彰

２１ヶ年  名畑  豊君 

１９ヶ年  北  健司君 

 ９ヶ年  伊藤 一裕君     

       宅間 秀順君    

 ６ヶ年  青山 博徳君 

 ２ヶ年  稲垣 勝彦君 

◎例会変更のお知らせ

名 古 屋 北 7月 19日（金）→7月 18日（木）17：30～ 

Ｒ   Ｃ ＩＤＭの為 The Opera 

◎例会休会のお知らせ

名古屋空港ＲＣ    ７月１５日（月）休会 

名古屋千種ＲＣ    ７月１６日（火）休会 

愛知長久手ＲＣ    ７月１６日（火）休会 

名古屋城北ＲＣ    ７月１６日（火）休会 

岩倉ＲＣ       ７月１６日（火）休会 

瀬戸北ＲＣ      ７月１６日（火）休会 

名古屋名駅ＲＣ    ７月１７日（水）休会 

小牧ＲＣ       ７月１７日（水）休会 

名古屋丸の内ＲＣ   ７月１８日（木）休会 

江南ＲＣ       ７月１８日（木）休会 

出席報告 委員長 藤川 誠二君 

会員 50 名 欠席 17 名  出席率 66.0% 

先々週の修正出席  欠席 4 名 出席率 92.5% 

ニコボックス委員会 委員長 梅村 守君 

○2019-20 年度、一年間よろしくお願いします。 

                 北 健司君 

○一年間よろしくお願いします。 青山 博徳君 

○一年間よろしく。       加藤久仁明君 

○3 カ月休会を頂き、ご無沙汰を致しておりました

が本日より復帰出席します。よろしくお願いします。  

                屋嘉比良夫君

○北会長頑張って下さい。    川瀬 治通君 

○北会長本年度よろしくお願いします。 

                和田 了司君 

○理事役員の皆様、ご苦労様です。本年もよろしく

お願いします。         貴田 永克君 

○本日、7/5 が娘の birth day の喜びで 

                                林田 健児君 

○一年間会場委委員長としてお世話になります。よ

ろしくお願いします。      稲垣 勝彦君 

○新入会員の皆様入会おめでとうございます。 

小川  長君  社本 太郎君  山田  治君 

○本年度もよろしくお願いします。

足立 治夫君  梅村  守君  大原 泰昭君

岡本 博貴君 加藤 茂君 加藤 宗生君

近藤 太門君  芝田 貴之君  清水  勲君

宅間 秀順君  杤本 正樹君  内藤 修久君

成瀬 浩康君  西尾 隆吏君  西村 輝幸君



場々大刀雄君  早川 八郎君  速水 敬志君

藤川 誠二君  古屋 義夫君  松尾 隆徳君

山田  治君  

○御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 北 健司君 

前会長・副会長・幹事へのバッジ贈呈 

米山奨学生 グエン クイン フォンさん 

新入会員紹介 宅間 秀順君 

新入会員紹介 青山 博徳君

新入会員紹介 杤本 正樹君 



入会挨拶 水上 耕一君 

入会挨拶 大西 信之君 

入会挨拶 林田 健児君 

入会歓迎挨拶 近藤 太門君 

全員協議会 決算報告 川瀬 治通君 

幹事報告 青山 博徳君 


