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ある日パパと 2 人で
語り合ったさ
この世に生きる喜び
そして
悲しみのことを
グリーン
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グリーン
グリーン
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幹事
大原 泰昭君
・先回理事会で承認されました、春日井ロータリ
ークラブ細則変更の件について、同細則第１７条の
改正より、当該例会の少なくとも１０日前に各会員
に郵送され、定足数（３分の 1）の出席する例会の
出席者３分の２の賛成投票によって改正することが
できるとありますので、次週５月２７日の例会にて
全員協議会を開催します。
出席報告
副委員長 水谷 高広君
会員 53 名
出席 40 名
出席率 75.4%
先々週の修正出席
出席 53 名
出席率 100.0%

青少年奉仕月間（５月）
２０２２年５月２７日（金）２５１３回（５月第３例会）
ニコボックス報告
委員長 野間 峰彦君
○春日井ＪＣ､春日井ＹＥＧの皆さん 成瀬 浩康君
ようこそ春日井ＲＣへ。数年後に皆
さんがロータリーの一員として、こ
ちら側の席に座られている事を期待
しています。
○ＪＣとＹＥＧの代表の卓話を楽し 大原 泰昭君
みに。
○結婚記念日の祝福をありがとうご 川瀬 治通君
ざいます。
○岡本会長様！ありがとうございま 三上
努君
す。
○５/１３は都合によりＺＯＯＭ出席 古屋 義夫君
させていただきました。
○祝福ありがとうございます。
梅村
守君
○祝福、柴田君ようこそ
小柳出和文君
○祝福の皆さんへ！！
近藤 太門君
○祝福のみなさまへ
中川
健君
○ぎふワールド・ローズガーデン 北
健司君
（旧名：花フェスタ記念公園）が見
頃です。
○市長選挙前回投票率２８％、これ 松尾 隆徳君
でははずかしい、ＵＰしましょう！
○投票済ませて来ました。
青山 博徳君
○いつも有難うございます。
大橋 省吾君
○岡本くんご苦労様です。
杤本 正樹君
○本日の柴田様､岡本君の卓話を楽しみにしております。
岩村 幸正君
大西 信之君
岡本 博貴君
風岡 明憲君
加藤 昭博君
加藤久仁明君
加藤
茂君
加藤 宗生君
清水
勲君
下別府正樹君
社本 太郎君
宅間 秀順君
峠 テル子君
中澤
一君
野浪 正毅君
野間 峰彦君
長谷川智幸君
長谷川久幸君
場々大刀雄君
速水 敬志君
菱川 一馬君
村瀬 昌史君
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

ロータリー親睦活動月間（６月）
6 月 3 日（金）
6 月 10 日（金）
第
12
回理事会
11：15～
例会 12：30～
例
祝福
会 例会 12：30～
春日井消防隊員表彰
卓話矢場とん 代表取締役 鈴木 拓将様
予
（宮の杜 RC）
定

6 月 17 日（金）
例会 18：00～
夜間 IDM

6 月 24 日（金）
休会

卓話 春日井青年会議所 理事長
柴田 啓統様
始めまして。私は、
（公社）春日井青年会議所、本
年度 理事長を務めております柴田啓統と申します。
宜しくお願い致します。まず私は、このまちで、父
と母と共に不動産業を営んでおります。そして、歴
史あるこの春日井 JC の理事長という立場を経験さ
せて頂いていることに、OB の先輩方、またメンバ
ーに感謝しております。その中で、私が大事にして
いる心をお話させて頂きます。
私の人生を大きく変えた出来事は、３つあります。
１つ目は、１８歳から始めているサーフィンです。
オリンピック競技にもなったこのサーフィンを通じ、
自然を相手に波にのる難しさ、そして自然の美しさ
が私の心を癒してくれます。そして、自然に立ち向
かうのでなく、受け入れる心から、人との関わりの
中でも、人を変えようとするのではなく、まず相手
を受け入れ、そして自分自身を変えることが、より
良い人間関係を構築できる心だと、このサーフィン
を通じてとがっていた私の心を丸くしてくれていま
す。
そして、２つ目は、シンガポールの女性と出会い
結婚し子供が生まれたことです。そんな彼女から、
当時私が、この春日井 JC で委員長をしていたころ
事業構築で悩んでいた時に、こんな言葉をかけて頂
きました。「隗より始めよ」大きなことを成し遂げ
るには、まず小さなこと、身近にいる人を大切にし
ていけば、人から人へ想いが伝わり、自ずと大きな
ことが成し遂げられるよ。と声をかけてくれ、どこ
か自分自身の心に信じるものが見えたことを覚えて
います。
そして、もう一つ私の人生を大きく変えたのが、
この春日井 JC の門をくぐったことです。春日井 JC
に入って良かったことは、「一生涯の仲間と言える
同志に出会えたこと」です。仲間のために何かする
こと、協力すること、「誰かのために生きる」こと
が私の活動に対するバロメーターです。こうした多
くの仲間と誰かのために行動する大切さを学ばせて
頂いたこの春日井 JC。そして、このような理事長と
いう立場も含め、多くの学びと成長の機会をくれる
春日井 JC の魅力をこれから入会してくれる仲間や
現役メンバーに多く届けていきたい。そして、激動
する社会の中においても、私たちは、愛する人、愛
する地域の未来に夢と希望を創りだしていくのは、
まぎれもなく我々春日井 JC だと信じています。そ
んな大好きな春日井 JC が、この先、来年には５５
年という節目、更なる５年、１０年、その先へとバ
トンを渡していくために、真心という偽りのない、
真剣につくす心を持ち、相手のことを想い、そして、
「隗より始めよ」の心を持って、今一度、自分達の
活動を支えていただいている身近な人に感謝をしな
がら、皆さんから応援して頂ける団体を目指し、活
動して参ります。
今後とも、春日井 JC を宜しくお願い致します。

卓話 春日井商工会議所青年部 会長 岡本 博貴様
皆さま、こんにちは。この伝統ある春日井ロータ
リークラブにお招きいただき誠にありがとうござい
ます。
春日井商工会議所青年部(以下春日井 YEG)第３０
代会長を務めております、岡本博貴と申します。宜
しくお願い致します。会社は、春日井市で６０年間
商売を営んでおり、事業内容は飲食業を中心に飲食
コンサルタント業務や各種代行業務等です。ここ数
年間のコロナ禍で飲食業を取り巻く環境が激変し、
企業体を変革していく必要に迫られている中、新規
事業として介護福祉事業ナーシングホーム kuroshio
という施設を今年の９月完成を予定しております。
企業理念は【美味しい】【笑顔】【応援】です。この
理念で春日井市に貢献していきたいと考えておりま
す。
春日井 YEG の概要を説明させていただくと、春日
井の商工業の発展に寄与する為に活動を行っており、
会員数は１５０名を超える、年齢５０歳までの若手
経営者が集まった団体です。愛する春日井の為に、
先ずは会員個々の会社を発展させ、雇用や納税によ
り地域に貢献できるように日々活動を行っておりま
す。若手経営者の集まりである為、自身の経営力や
人間力を向上させるような研修を行ったり、経営者
同士の情報交換の場として意義のある活動を行って
おります。対外的な事業としましては、春日井のブ
ランディングを図るためにラーメン横丁を春日井ま
つりの中で企画したり、落合公園に３万人の市民が
集まった実績のある『春日井グルメ王座決定戦』を
開催しました。また、子供たちに仕事の楽しさを伝
える事業『キッズランド』を春日井まつりにて、毎
年開催しています。今後も様々な事業で春日井市を
豊かで住みよい街にしていきます。我々と志を同じ
く持つ同志を心から募っております。
是非、我々と共に活動できる若者を紹介してくだ
さい。宜しくお願い致します。

出席報告

大原

泰昭君

委員会報告

祝福司会

ニコボックス委員会

親睦活動委員会

祝福

野間 峰彦君

下別府 正樹君

会員誕生日

祝福

祝福

結婚記念日

アテンダンス表彰

幹事報告

大原

泰昭君

卓話

公益㈳春日井青年会議所
理事長 柴田 啓統様

ビジターの皆様

前菜：しめじしそ和え とうもろこし真丈 海老芝煮
鰆幽庵焼き 酢取茗荷
丼物： 三河鶏の親子丼
卓話

春日井商工会議所青年部
会長 岡本 博貴様

温そうめん
デザート：レモンシャーベット

表彰

