
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【洋食ランチ形式】  
 
【和食ランチ形式】  
前菜：小肌甘酢漬け 市松柿 鯛袱紗焼き 
蒸物：茶碗蒸し 
食事：海鮮ばらちらし寿司 
小吸物：きしめん 
デザート：リンゴプリン 
 

 

 

 

例
会
予
定 

11 月 18 日（金） 11 月 25 日（金） 12 月 2 日（金） 12 月 9 日（金） 

例会 12：30～  第６回理事会 11:15～ 例会 12：30～ 

祝福・入会式 立和名 英樹君 

       矢野  義博君 
休会 例会 12：30～ 卓話 立和名 英樹君 

   矢野  義博君 

卓話 アルティメット元日本代表 平井絵理様  年次総会  

 

 

2022-23  WEEKLY REPORT 

春日井ロータリークラブ 

「仲間を増やして奉仕をしよう」 
クラブテーマ 

会   長：加藤 宗生 

副 会 長：川瀬 治通 

副 会 長：芝田 貴之  

幹   事：下田 育雄 

会報委員長：速水 敬志 

事務局：春日井市鳥居松町 5-45 

T E L : 0568-81-8498 

F A X : 0568-82-0265 

 ksgi-rc@gaea.ocn.ne.jp 

ＨＰ  : https://www.kasugai-rc.org/ 

例会場：ホテルプラザ勝川  

     2022 年 11 月 11 日（金）2532 回（11 月第 1 例会） 

本日のプログラム 
司会  会場委員会

・点鐘                              会長 加藤 宗生君 

・国歌      「君が代」 

・ROTARY SONG  「奉仕の理想」 

・ビジター・ゲスト紹介              会長 加藤 宗生君 

・米山奨学生                      劉  履壮様 

・青少年交換留学生            ブレーデン バンデクリフ様 

・米山奨学金授与 

・青少年交換留学生挨拶 

・食事歓談 

・委員会報告 

・会長挨拶                            会長 加藤 宗生君 

・卓話                         劉  履壮様 

・幹事報告                           幹事 下田 育雄君 

・点鐘                       会長 加藤 宗生君 

 



 

先週の記録 

会長挨拶         会長 加藤 宗生君 

篭橋美久ガバナー、岩月雅章地区幹事、名古屋

空港・名古屋城北・春日井ロータリークラブの合

同例会にようこそ、お越しいただきありがとうご

ざいます。 

 さて、ガバナーの活動方針にある 

〇地域社会に役立つクラブになろう 

ですが、1人でも多くの市民と関われる事業ができ

ないかと考えています。 

〇会員を増強しよう 

ですが、どこのクラブも同じ問題を抱えていま

す。今年の春日井のクラブテーマ「仲間を増やし

て奉仕をしよう」です。女性会員も増やしていき

たいと思っています。青年会議所や商工会議所の

青年部と交流していきます。 

 そしてガバナーが仰る通り奉仕活動の本質は笑

顔にあると、私もそう思います。先日の「ロータ

リー女性の集い」の時も笑顔が大切とガバナーが

言われていました。 

 その様な事業が出来ますよう、皆さんの協力を

お願いし挨拶と致します。ありがとうございまし

た。 

 

幹事報告        幹事  下田 育雄君 

・再々度の案内となります。11 月 12 日 13 日の地

区大会が開催されます。再来年の主幹が当区クラ

ブとなるため皆様の協力が必要となります。その

為にも、今年度の地区大会は全員登録とさせて頂

いておりますのでご理解くださいますようお願い

申し上げます。また、地区大会の準備・運営につ

いて理解を深めるためにも今年度の地区大会にぜ

ひ足をお運び頂きますようお願いいたします。な

お、事前にお申し込みいただいた方の地区大会で

の名札はご用意されていますが、全員登録となっ

てからの登録の方は当日会場での配布となります

ので、ご了承ください。 

 なお、ガバナーとの懇談会の中で、私たち 3RC

が提唱しております春日丘 IAC が文部科学大臣賞

をとったということで、地区大会の中で披露され

るとのことですので、そうした支援も含めて、ご

出席をお願いいたします。 

・本日がカジュアル例会の最終日となります。次

回より、ネクタイ着用での例会へのご出席をお願

いいたします。 

・次週予告です 

 11 月 4日は休会となっております。 

 11 月 11 日は例会に先立ちまして理事会が開催さ

れますので、理事役員の方はご出席をお願いいた

します。また、この日は米山奨学生の劉履壮君の

卓話となっております。 

 

 

 

 11 月 18 日は春日井市の文化スポーツ大使を務め

ていらっしゃる、アルティメット元日本代表の平

井絵理様となります。なお、この日は新会員の立

和名さん、矢野さんの入会式を予定しておりま

す。 

 11 月 25 日の例会は休会とさせて頂く予定となっ

ております。正式には 11月の理事会に諮り審議の

採決を行いたいと思います。例会開催日をお間違

えのない様にご注意下さい。 

 

出席報告        委員長 下別府正樹君 

会員 51 名 出席 36 名 出席率 70.5% 

先々週の修正出席 出席 51 名 出席率 100.0% 

 

ニコボックス報告    委員長 下別府正樹君 

○篭橋ガバナーを迎えるよろこび

で 

加藤 宗生君 

○昨日ローターアクトクラブで卓

話をさせて頂き良い経験をさせて

頂きました 

下田 育雄君 

○ガバナーを迎える喜びで 加藤久仁明君 

○篭橋ガバナーをお迎えする喜び

で 

清水  勲君 

○春日井 RC 親睦ゴルフコンペ優勝

しました。今日はニコニコ^^ ニ

コへ 

加藤 昭博君 

○10 月 20 日勝川にギョーザとんま

るオープンしました 

小柳出和文君 

○篭橋ガバナー・岩月地区幹事 

 ３RC にようこそ 

古屋 義夫君 

○３RC で集まれるよろこびで 大原 泰昭君 

○先日は多くの方にゴルフコンペ

に参加頂きありがとうございまし

た 

三上  努君 

〇昨日、無事に地区職業奉仕委員長

会議が終わりました 

青山 博徳君 

〇本日はご苦労様です 近藤 太門君 

○ガバナーをお迎えする喜びで 

松尾 隆徳君 杤本 正樹君 成瀬 浩康君 
小川  長君 大西 信之君 北  健司君 
速水 敬志君 川瀬 治通君 芝田 貴之君 

中澤  一君 加藤  茂君 宅間 秀順君 

和田 了司君 風岡 明憲君 菱川 一馬君 

社本 太郎君 中川  健君 野間 峰彦君 

藤川 誠二君 山田  治君 水谷 高広君 

鈴木 克幸君 下別府正樹君  

○ご協力ありがとうございます。 

出席・ニコボックス委員会 

 

 

 

 



 

卓話 

2022-23 年度  

国際ロータリー第 2760 地区ガバナー篭橋 美久君 

 本日は、春日井ロータリークラブがホストとし

て、名古屋空港ロータリークラブ、名古屋城北ロ

ータリークラブとの合同例会が開催され、出席さ

せて頂きました。 

只今より、RI会長テーマはじめ地区方針を説明さ

せて頂きます。  

国際ロータリーで初めての女性会長が誕生しまし

た。 

 名前：ジェニファー・ジョーンズ 

 所属クラブ名：ウィンザー・ローズランド RC  

１９９６年入会 

今年度の RI 会長テーマを世界に向けて発信されま

した。「私たちがベストを尽くせる世界を。想像し

てみてください。」と提唱されました。『イマジ

ン・ロータリー』であります。 

この想像とは、ロータリーの変革の時代に入り、

「未来を設計してみてください」と解釈しまし

た。我々一人一人にロータリーの将来を委ねられ

ました。 

これらのテーマに沿った形で、地区方針をださし

て頂きました。 

『未来を描こう、笑顔でつなごう』 ～一人一人

のチャレンジを力に！ 変化に対応できるクラブ

を目指して～を地区方針としました。 

私達の取り巻く社会環境が刻一刻と変化していま

す。これに対応することがより一層求められてい

ます。更なる高みを目指し、よりインパクトのあ

る活動を展開しなければならないと考えます。 

ロータリーは、今や地域社会や国際社会において

必要不可欠な存在となり、その役割をさらに発揮

していくため、より革新的かつ柔軟な活動体制を

構築していく必要があります。 

また、奉仕活動の本質は、「笑顔になること」と思

っています。活動した結果、みんなが笑顔にな

り、一人でも多くの人たちを笑顔にしていく事が

大切です。さらに多くの笑顔に溢れた未来を実現

していきましょう。 

そのためには、今の時代に即した改革が必要で

す。未来を想像し、近隣クラブやロータリアンが

知恵を出し合いながら一丸となって活動して参り

ましょう。 

また、重点分野に環境分野が加わり 2 年目になり

ました。 

益々、環境分野の重要性が増して参りました。 

環境問題は、私たちの生活環境に大きな影響を及

ぼし、将来を担う子供たちのかけがえのない未来

を奪うものであると理解していなければなりませ

ん。私たちの出来ることから取り組みを始めまし

ょう。 

次に『D E I』を説明します。この『D・E・I』は

ロータリーの基本方針とし、活動して参ります。 

これは、全ての人にロータリー活動の機会を与え

るとともに、全てのロータリアンが世界平和を目

指し、社会・組織の中で必要且つ尊敬される活動

人であることを基本とします。このことを会員一

人一人が意識を持って実践すれば、「目的意識と熱

意が生み出され、クラブの魅力をさらに向上させ

られる」と強く信じています。 

これらの多様性について考えなければならない時

代がすぐそこまで来ていると思います。外国人労

働者が増え、外国人経営者、国内女性経営者、大

企業の女性管理職の人口も増え続け経済社会の労

働環境も変化すると考えます。まさに変革の時代

の到来です。従って、これらを採り入れながら進

めたいと考えております。 

続いてクラブのサポートを強化してまいります。 

地区委員会は、クラブ活動に必要な情報を提供

し、ともに活動させて頂きます。 

皆さんと共に活動するためには、セミナー開催時

に出来る限り、ワークショップ方式を取り入れ対

話型・参加型にして頂きたい。 

 又、例会時に活動発表を必ず行なって頂き全会

員に知らせましょう。 

去る７月８日（金）にクラブ活性化セミナーを開

催し、ワークショップ型にて開催させて頂きまし

た。参加された皆さんより多くのご意見、提案等

を頂き、今後の運営の参考にさせて頂きたいと思

っています。 

このクラブの活性化とは、明るい・楽しい・地域

社会から頼られる魅力あるクラブ造りでありま

す。 

・地域社会に目を向けた活動を通じてクラブとの

友好関係を促進。 

・隣接クラブの活動状況を知ると共に、クラブ間

の共同奉仕活動・意見交流を通じコミュニケーシ

ョンを図って頂きたいと思います。 

・新会員の研修を通じて、新しい考え方を取り入

れながら、開放的で明るい楽しい雰囲気づくりを

行いましょう。 

ロータリー活動体制の基本はクラブ主体でありま

す。クラブの活性化がロータリーの発展に繋がり

ます。  続いて行動計画に移ります。  

 まずは、【より大きなインパクトをもたらす】で

す。インパクトのある奉仕活動を実施しよう   

・近隣クラブとの共同事業の推進を行いましょ

う。 

・地域社会のリーダーと協力し、地元のニーズを

知り手助けをしましょう。 

・海洋プラスチックごみを減少させるための活動

を始めましょう。 



 

次に【ポリオ根絶への貢献】です。今年度は、世

界で 29 件の発症が発表されました。あと少しで

す。根絶に向けて、協力しましょう。 

恒久基金 150＄/人、ポリオ 30＄/人をお願いし

ます。 

10 月 25 日 ポリオチャリティーゴルフを実施し、

ガバナー車にポリオの根絶に向けてのラッピング

を施し、各クラブ訪問時に利用させて頂きます。 

【参加者の基盤を広げる】 

 会員の増強をしよう 

・ロータリークラブの足腰を強くするためには、

会員を増やし強い理念に基づいて活動することが

必要かと思います。 

女性の入会の促進・若者の入会の促進(主に学友、

ローターアクター、米山奨学生から)図って頂きた

い。目標は地区全体で 5，000 名を目標とします。

女性会員を６％から８％へ。 

・ロータリーファミリーとの連携強化を図り、ロ

ータリアンとの奉仕プロジェクトの推進を図りま

す。 

 米山記念奨学学友、青少年学友との連携強化を

図ります。 

提唱クラブとローターアクターとの奉仕活動の参

加を促進し、自立、自営を目指します。このため

の初年度とします。 

【参加者の積極的なかかわりを促す】 

 地域社会に役立つクラブになろう  魅力ある

クラブへ 

・地域社会へアピールするため、ホームページの

活用を考え、見直しも図りましょう。 

・あらゆる人が参加できる組織、公平で、開放的

なクラブをめざし、地域社会との繋がりを重視し

ましょう。 

【適応力を高める】 

My ROTAR に登録し、クラブセントラルに年間目標

を提示し、目標に向かって進んで参りましょう   

変化に対応できるクラブへ 

・リモート会議の導入を図り、効率的な且つ会員

へのサービス向上を(SNS を利用したハイブリット

形式)。 

 ・新しい活動をみんなで行動しましょう。 

 ・新しい活動方法を研究し、クラブ間との共同

事業を促進しましょう。 

 ロータリー賞、ガバナー特別賞へチャレンジし

てください。 

地区大会の開催は２０２２年１１月１２日（土）

１３日（日）に行います。 

この大会は、ロータリアンみんなの大会です。み

んなで成功させよう 。 

第１０回ワールド・フード+ふれ愛フェスタ(WFF) 

第１０回目の大きな節目です。 

開催 ２０２３年４月１５日（土）１６日（日）

エディオン久屋広場にて行います。 

今年度の国際大会は、メルボルンにて２０２３年

５月２７日（土）～３１日（水）に開催されま

す。当地区のイベントとして、ガバナーナイトを

設営します。多くの会員の皆さんの参加をお待ち

しています。 

最後にアーチ・クランフ 曰くをご紹介します。 

 『ロータリーは後退することもなければ、歩み

を止めることもない。ロータリーは前進しなけれ

ばならない。』 

皆さんの活動を心より祈念申し上げ私の方針説明

とさせて頂きます。 

歓迎挨拶 名古屋空港ＲＣ 会長 山内 佳紀君 

皆様、こんにちは。 

篭橋美久ガバナー、岩月雅章地区幹事、春日

井・名古屋城北・名古屋空港ロータリークラブの

合例会にようこそおいでくださいました。 

また今回ホストクラブであります春日井ロータリ

ークラブの皆様には合同例会開催にご尽力いただ

きまして、厚く感謝申し上げます。ありがとうご

ざいます。 

さて昨年のガバナー公式訪問ではコロナの緊急

事態宣言発出中という中で開催され、出席者は各

クラブの会長・幹事 6名の出席にとどまり、会員

向けには ZOOM 配信というハイブリッド例会であり

ました。今回はリアルな通常の例会で篭橋ガバナ

ーの卓話を頂けることを楽しみにしております。

先ほどまで篭橋ガバナー・岩月地区幹事と 3RC 

会長・幹事で懇談会を行っておりました。今年度

の各クラブの活動報告をさせていただき、篭橋ガ

バナーからはご感想を頂きました。 

後ほど篭橋ガバナーより今年度 2760 地区の地区

方針・活動方針等について卓話を頂きますが、す

でに皆様もご承知の通り、今年度の地区方針は

「未来を描こう、笑顔でつなごう～一人ひとりの

チャレンジを力に！変化に対応できるクラブを目

指して～」と発表されております。 

今年度がスタートしてから、はや 4か月が経と

うとしておりますが、すでに開催されました地区

の主要行事である「クラブ活性化セミナー」やつ

い先日開催されました「ロータリー女性の集い」

に参加させていただき、その成果をクラブにフィ

ードバックさせていただいているところでござい

ます。今日、篭橋ガバナーの卓話を頂いて、地区

方針を達成すべく今後のクラブ活動で実践して参

ります。本日は３クラブ合同のガバナー公式訪

問、どうぞよろしくお願いいたします。 

御礼の挨拶 名古屋城北ＲＣ 長谷川幸正君 

毎年ガバナー公式訪問に参加すると、心穏やか

に楽しい時間が過ごせます。ロータリーの集まり

も地区大会、IM 等いろいろとありますが、この 3

クラブの集まりはその中でも特に楽しみにしてい

ます。これまで数々の先輩方が 3クラブで築いて

きた歴史が、このような素晴らしい雰囲気を作っ



 

ているのだと思います。こうして集まってともに

語らいながら食事をする、まさにロータリーの神

髄ではないでしょうか。 

このような会に、篭橋美久 ガバナー、岩月雅章 

地区幹事をお招きして、こうしてガバナー公式訪

問として例会が開催できたことを心よりうれしく

います。 

本日は篭橋ガバナーより、卓話の中でいろいろ

とご指導をいただきました。また RI の基本方針な

ど丁寧にご説明いただきました。今後の我々の活

動の指針にさせていただきたいと思います。本日

は誠にお疲れ様でした。 

最後になりますが、加藤宗生 春日井ロータリー

クラブ会長をはじめ、本日の開催における準備・

運営にご尽力いただきました春日井ロータリーク

ラブの皆様、ホテルプラザ勝川の皆様に感謝申し

上げます。本日は誠にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長幹事懇談会① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長幹事懇談会② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ビジター紹介 春日井ＲＣ 

会長エレクト 古屋 義夫君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歓迎挨拶 名古屋空港ＲＣ 

会長 山内 佳紀君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホストクラブ会長挨拶 春日井ＲＣ 

会長 加藤 宗生君 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告 春日井ＲＣ 

幹事 下田 育雄君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告 名古屋空港ＲＣ 

幹事 入谷 宏典君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告 名古屋城北ＲＣ 

幹事 冨田 友照君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卓話 国際ロータリー第 2760 地区 

ガバナー 篭橋 美久君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

御礼の挨拶 名古屋城北ＲＣ 

会長 長谷川 幸正君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガバナー車を背景にポリオ根絶の合同記念撮影 

 

 


