
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

２０２２年１２月９日（金）２５３５回（１２月第２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 

・ROTARY SONG 「四つのテスト」 

・今月の歌 「きよしこの夜」 

・ビジター紹介     会長 加藤 宗生君 

・食事・歓談  

・委員会報告  

・退会挨拶 長谷川智幸君 

・入会式 筒井 康広君 

・祝福  

・卓話 立和名英樹君 

 矢野 義博君 

・幹事報告       幹事 下田 育雄君 

・点鐘         会長 加藤 宗生君 

 

今月の歌 

「きよしこの夜」 

きよしこの夜 星はひかり 

すくいのみ子は 

まぶねの中に 

ねむりたもう いとやすく 

 

 

  

 

 

 

4 日 野間 峰彦君 

10 日 下田 育雄君 

 

10 日 水谷 高広君      25 日 大西 信之君 

16 日 友松 英樹君      25 日 菱川 一馬君 

 
会員誕生日 
１１日   大原 泰昭君 
１３日  廣田  誠君 

１７日  小川 茂徳君 

２０日  友松 英樹君 

２２日  加藤 昭博君 

 

 

 
今月の祝福 

会員誕生日 

3 日 加藤 宗生君 

13 日 芝田 貴之君 

17 日 場々大刀雄君 

26 日 野浪 正毅君 

結婚記念日 

10 日 鈴木 克幸君 

24 日 風岡 明憲君 

 

夫人誕生日 

2 日 菱川一馬君・史恵さん 

11 日 芝田 貴之君・美奈さん 

30 日 松尾 隆徳君・節子さん 

 

アテンダンス表彰 

24 ヶ年 社本 太郎君 

 

 

【和食ランチ形式】  

前菜：胡麻豆腐 厚焼玉子 海老芝煮   

鮪しぐれ煮 きびなご天麩羅 

蒸物：南禅寺蒸し 

魚料理：鮟鱇唐揚げ 肝ソースがけ 

食事：甘芋炊込飯 香の物 白みそ汁 

デザート：りんごプリン  

 

 

 

 

例
会
予
定 

12 月 16 日（金） 12 月 23 日(金) 12 月 30 日（金） 1 月６日（金） 

クリスマス家族会 ホテルプラザ勝川 休会   休会 休会 
１７：３０～受付    

１８：００～例会      
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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 
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例会場：ホテルプラザ勝川 
 

 
 



先週の記録 

会長挨拶       会長   加藤 宗生君 

皆さんこんにちは。 

 私は 11月 26 日から 30日までセブロータリーク

ラブの 90周年の式典に参加してきました。同行し

てくれたメンバーは、古屋エレクト、芝田副会

長、速水副幹事、小柳出国際奉仕委員長と奥様、

私の妻の 7人です。 

 式典は 27 日の 5時 30 分からはじまり姉妹クラ

ブの締結の調印を行ったあと、懇親会が延々と続

いたため私たちは 10 時くらいに出ました。その会

場でいただいた感謝状を披露します。 

 補助金、義援金、水洗トイレ、セブでの活動は

来年小柳出委員長に卓話をしてもらいますので、

私からの報告は以上とさせていただきます。 

ありがとうございました。 

 

幹事報告        幹事  下田 育雄君 

本日例会に先立ちまして理事会が行われました

ので、内容をご報告いたします。 

・第 1号議案：11月度決算承認・開始貸借対照表

承認の件       

・第 2号議案：退会届受理の件（長谷川智幸君、

友松英樹君）     

・第 3号議案：2023-24 年度理事役員承認の件            

・第 4号議案：2023-24 年度理事役員追加の件           

・第 5号議案：2023-24 年度 RI 第 2760 地区委員会

出向承認の件   

・第 6号議案：2022-23 東尾張分区 IM提供品の件          

・第 7号議案：1月新春例会開催について 

以上、7議案につきまして賛成で審議可決となり

ましたのでご報告いたします。なお、1月 13 日の

新春例会ですが、夜間例会となり例会時間を 90分

にさせていただきますので、スケジュールのご調

整をお願いいたします。 

次週予告です 

 12 月 9日は前回入会されました立和名君と矢野

君のお二人の新入会員卓話となっております。 

12 月 16 日はクリスマス家族会となっておりま

す。17：30 受付で、18時から開始となります。場

所はここホテルプラザ勝川となります。出欠席の

連絡がまだの方は事務局までご連絡ください。 

12 月 23 日、30日は休会となりますのでご確認

ください。 

新春例会は 1月 13日（金）の 18 時から開始と

なります。 

【地区大会報告】 

 11 月 12 日、13 日の全 2日間の日程で開催され

ました。 

初日は名古屋観光ホテルでの開催となります。

内容はガバナーの挨拶から始まり、本会議では主

に 2760 地区の資金決算やガバナーノミニーなどの

選任などについての報告・決議となります。 

初日のプログラムで非常に興味深かったのは青少

年フォーラムでした。RLYA、IAC、青少年交換留

学、ローターアクトから代表が 1名ずつ参加さ

れ、自身の経験や学びの内容、それらの知見が今

の生活にどのように生かされているのかというパ

ネルディスカッションで、加えてロータリーの青

少年活動を体系的に理解することができました。

そこでの話を聞きながら、青少年事業の対象者に

自分自身が一人のロータリアンとしてどのような

背中を見せることができるのか、彼らや彼女たち

がどのように私たちの姿を見ているのか深く考え

させられる時間となりました。 

 2 日目は国際展示場での開催でした。物故会員 

への黙祷では、屋嘉比君や早川君の名前があげら

れ、改めて時間の速さとお二人のクラブへの功績

を考え直す時間となりました。 

その後、在籍 50 年ということで当クラブからは伊

藤正之君への表彰が行われました。他にも、春日

丘 IAC の表彰などもありました。 

 地区大会の意義は何なのか。あくまでも私見で

すが、ロータリアンとしての想いを共有する場

所、その想いを確認する場所だと思います。地区

大会の事業内容は各クラブの活動報告が中心とな

り、淡々とした内容と報告が続いていきます。し

かしそこには確実に一人ひとりのロータリアンの

活動があり、そこに想いを馳せることで、自分自

身がどのようにロータリークラブという場を通じ

て自分の人生を実現していくかということを内省

する機会が得られました。こうした自分とロータ

リークラブの関係を見つめ直す時間だと思ってお

ります。 

 ロータリークラブが人生のすべてとは思いませ

んが、よい人生を過ごし、周りによい人生の機会

を与える切掛けとなるようにする、そんなことを

考える地区大会となりました。 

 最後に、RI理事の佐藤芳郎君がこのような話を

していましたのでご紹介します。 

「117 年の歴史を持つロータリークラブは、ICT

（情報通信技術）の目覚ましい発展により変革の

時を迎えています。その変革とは何なのか。『週一

回の例会で会員同士が会うだけでよいのか』とい

う根本的な問題です。 

 ロータリークラブの最優先課題として挙げられ

る奉仕事業は「ポリオの撲滅」と「職業奉仕の実

践」です。その為にもクラブをますます発展させ

ることが必要となります。その為には、ロータリ

ーを育てることが重要です。だからこそ、会員一

人一人がロータリークラブを楽しみ、友情を深め

ることがますます重要になっていきます。 

 ロータリーが何を与えてくれるのかではなく、

ロータリーをどのように活かすのか、それが今ま

で以上に深く重く問われる時代になっていると感

じました。社会に変化をもたせる存在となれるよ

うに、様々な活動からインスピレーションを受け



ることで、世界や他クラブの人とつながり、どん

な機会（チャンス）の扉を開くのか、人の人生を

豊かにできる存在になれるように、イマジネーシ

ョンを働かせていきましょう。 

 

出席報告        委員長 下別府正樹君 

会員 52 名 出席 44 名 出席率 83.1% 

先々週の修正出席 出席 52 名 出席率 100.0% 

 

ニコボックス報告    委員長 下別府正樹君 
○セブロータリークラブ 90 周年の

式典に参加してきました 

加藤 宗生君 

○小柳出くん セブへの色々あり

がとうございました。次はメルボ

ルンで会いましょう 

下田 育雄君 

○セブ周年ご苦労様でした 加藤久仁明君 

○セブ訪問団の皆様お疲れ様でし

た。はじめてのグローバル補助金

事業が成功して良かったですね 

川瀬 治通君 

○セブロータリークラブ創立 90 周

年記念 WASH PROJECT 式典に加藤

会長に同行し参加いたしました 

古屋 義夫君 

○無事セブから帰ってきました 速水 敬志君 

○セブから無事に帰ってきました。

ありがとうございました。 

小柳出和文君 

○セブ島お疲れ様でした 岩村 幸正君 

○日本はサムイです。セブに帰りた

い。センキュー 

芝田 貴之君 

〇11/26 より家族が増えました。よ

うこそブレーデン！ 

大原 泰昭君 

〇今年も 12 月。早いですね。あと 1

か月頑張りましょう 

藤川 誠二君 

〇門松の御注文を頂きありがとう

ございました。 

小川 長君 

〇5 回目のワクチン先程うってきま

した 

山田 治君 

〇おはようございます。寒くなりま

したのでお身体に気を付けて御

自愛下さい 

立和名英樹君 

〇サムライジャパン 決勝トーナ

メント進出ありがとう 

和田 了司君 

〇サッカー日本ブラボー！！ 杤本 正樹君 

〇ブラボー ブラボー！ 大西 信之君 

〇日本の勝利に！ 矢野 義博君 
〇日本の勝利に！(´▽｀) 鈴木 克幸君 
○年次総会ご苦労様です 

近藤 太門君 北  健司君 加藤  茂君 
中澤  一君 宅間 秀順君 野浪 正毅君 
成瀬 浩康君 野間 峰彦君 加藤 昭博君 
風岡 明憲君 梅村  守君 社本 太郎君 
長谷川久幸君 清水  勲君 菱川 一馬君 
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 

年次総会 

理事・役員  古屋義夫  会長   

理事・役員  加藤久仁明 副会長 

理事・役員  野浪正毅  副会長 

理事・役員  青山博徳  会長エレクト 

理事・役員  加藤宗生  直前会長 

理事・役員  速水敬志  幹事 

役 員    岡本博貴  副幹事 

役 員    下田育雄  S A A 

理事・役員  加藤昭博  会計 

理 事    川瀬治通  クラブ奉仕 

理 事    森部清孝  職業奉仕 

理 事    小柳出和文 社会奉仕 

理 事    風岡明憲  国際奉仕 

理 事    野間峰彦  青少年奉仕 

役 員    梅村 守  ロータリー財団 

役 員    下別府正樹 親睦活動 

役 員    大西信之  プログラム 

役 員    芝田貴之  会員増強 

役 員    小川茂徳  ロータリー研究 

役 員    岩村幸正  会場 

役 員    大原泰昭  地区大会準備委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米山留学生 劉 履壮 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青少年交換留学生 ﾌﾞﾚｰﾃﾞﾝ・ﾊﾞﾝﾃﾞｸﾘﾌ様 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長挨拶 加藤 宗生君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次年度会長 古屋 義夫君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告 下田 育雄君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


