
 

 

 

 

 

例会日=毎週火曜日 PM12：30 例会場=トヨタ博物館「小ホール」 

会長 伊藤 広治 幹事 日野典子 会報 赤塚一三   事務局 TEL:0561-64-5446 

Email : a.nagakuterc@aurora.ocn.ne.jp     FAX:0561-64-5459 

ロータリーに輝きを 
本日 第 596 回例会 2015 年 6 月 23 日（火曜日)第 588 号 

年 度 末 最 終 夜 間 例 会 

＜本日のプログラム＞ Today’s Program 場所:若宮(錦店) 

点鐘 時間: 受付  １８:１５ 

＜ロータリーソング＞  開会  １８:３０ 

前回 第 595 回例会 2015 年 6 月 16 日（火曜日)記録 

＜ロータリーソング＞ 「我らの生業」 総合司会 大島昭夫親睦活動委員長 

＜出席報告＞ 

 

ビーフカレー 

セット 

 

 

会員総数 19 名  

出 席 者 12 名 出席率 63.00 ％ 前々回補正出席

率 

95.00 ％ 

 

＜会長挨拶＞ 愛知長久手ロータリークラブ 伊藤 広治 会長 

 

先日 20 日地区の最終の会長幹事会が行われました。どこの会長幹事皆様安堵

の気持ちと達成感に満ち溢れた素晴らしい笑顔をされていました。ガバナー旗

も近藤ガバナーより加藤ガバナーエレクトに託されいよいよ新年度の切り替わ

りと実感してまいりました。私はといいますと、交換留学生の手続きの件でご

迷惑をおかけし、また大変お世話になりました。岡田委員長と愛知高校に対し

てご尽力いただいた大須 RC の原田さまにご挨拶をさせて頂き、また一年間い

ろいろと教えて頂き、可愛がっていただいた 11RCの会長幹事の皆様に御礼をさせて頂きました。この会場に見

える 2760地区の会長幹事方々の一年の苦労を共感するとともに、その偉業に敬意を感じました。私はまだ未熟

で及ばないことを見すぎましたがその分、これからのロータリーライフを楽しみに感じております。 

 先ほど話にあげました、交換留学生の受け入れ手続きに関しまして、先週、冨田さんに学校まで同行頂き、

次長を通じ学校への受け入れ手続きを承諾いただき、翌日、大須 RCの働き掛けもあり、異例の速さで許可証の

発行をしていただくことができました。改めて RCの人力を感じることができました。 

＜幹事報告＞ 

① ネパール地震義援金の協力ありがとうございました。 6/11長久手 RC19,000 円の義援金を送金 

しました。  

②  6月 23日の夜間例会   場 所   若宮(錦店) 

時 間   18:15受付   18:30開会  

③ 6月 16日臨時理事会役員会を例会終了後行います。 

④ 6月 30日規定休日の為例会お休みになります。  

愛知長久手ロータリークラブ 
2014-2015 

WEEKLY 



＜委員会報告＞ 

◆ニコボックス委員会 

・ 本日もよろしくお願いします。１年間振り返ります。 伊藤 広治 

・ 
年間回顧よろしくお願いします。体調が悪かったのですが、病名がわかりました。 
甲状腺の病気でした。 

日野 典子  

・ 赤塚さん残念ですネ！！会員増強ガンバリましょう！！ 丹羽 司一 

・ 伊藤さん・日野さんご苦労様でした。いい一年だったですか？ 大島 昭夫 

・ 本日も宜しくお願い致します。 青山 和成 

・ 伊藤会長・日野幹事一年ご苦労様でした。年間回顧楽しみにしております。 山田 文明 

・ 本日もどうぞよろしくお願いします。 佐藤 文昭 

・ 梅雨空でうっとうしい毎日ですね。体調に気をつけて元気に乗り切りましょう！！ 中川 清子 

・ 本日も宜しくお願いします。 宮下智香子 

・ 本日もどうぞ宜しくお願いします。 伊藤  真 

・ 
年間回顧会長幹事お願いします。なお、私個人は反省、後悔の一年でした。 
本日も宜しくお願いします 

加藤  猛 

・ 本日もよろしくお願い致します。 小谷 恒夫 

・ 
       “風鈴の  涼やかな音色   懐かしく 

ゾロ目に四五六    チンチロリン～ 
 

            ぞろめ   シゴロ      ちんちろりん  （敬称略） 
         

＜卓話＞                                                                   年間回顧 幹事 日野典子 

・一年間いろいろなロータリーを見ましたが、長久手が１番ゆるい感を感じました。良いも悪いも新しい 

 ロータリーを作っていけたら長久手の良さを出せると思います。 

他のロータリーの出席率に比べ長久手は出席率が低い。他のロータリーのように出席率を上げたいが、 

いけないのですが、それがまた長久手ロータリーであって、色々ロータリーを見てきた中で私は長久手 

ロータリーが１番好きです。一年間ありがとうございました。 

 

クラブ主要行事                      夜間例会 

 7月 15日  ガバナー補佐訪問               8月  5日    喜楽梅むら 

 7月 29日  ガバナー公式訪問                              9月 16日  FUJIYAMA 

 10月 7日  名都美術館(赤塚さん個展)            10月 14日  若宮(錦店) 

10月 26日  職場家族親睦例会 名古屋科学館                 1月 13日  華 野 

11月 3日  WFF(セントラルパーク・例会)                   2月 17日  玉 翠 

12月 13日  職場例会（名古屋競馬場）                       6月 23日  若宮(錦店) 

12月 20日  年末家族例会 

(レザンドール ザ・陽明クラブ) 

11RC 記念式典                                             11RC会長幹事会 

 9月  14日    江南 RC創立 50周年記念講演会                8月 10日 犬山 RC  名鉄犬山ホテル 

 5月 17日  江南 RC創立 50周年記念式典                  11月 6日  江南 RC    ガーデンレストラン 

  徳川園  

地区勉強会                          2月 13日   春日井RC 名古屋国際ホテル 

 2月 22日  地区大会 ウェスティンナゴヤ          4月 11日  東尾張分区懇談会 芳蘭亭 

 3月 22日  東尾張分区 IM ウェスティンナゴヤ        5月 28日  瀬戸 RC  ウェスティンナゴヤ 

外部卓話 

 10月 21日  米山奨学生 ウ エィ様(愛知 Eクラブ)              2月  3日  鈴木吉男様（津島 RC） 

 11月 18日  地区 R財団委員会  福田哲三様         2月 10日    国際奉仕委員 本間 毅様 

                                            (岡崎南 RC) 

6月 30日(火) 6月 30日(火) 7月 14日(火) 7月 21日(火) 

規定休日 

 

表敬訪問 

 

五代奉仕委員長方針 

 

 

移動例会 

 

 

( 若 宮 ) (トヨタ博物館) (トヨタ博物館) (華 野) 
 


