
 

 

 

 

 

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 青山和成 幹事 中川清子 会報 日野典子   事務局 TEL:0561-64-5446 

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

ロータリー：変化をもたらす 
本日 第 698 例会 2017 年 1 月 16 日（火曜日)第 690 号 

    

 

      

                             

 

      於：名鉄犬山ホテル 

                                                             

 於：木曽路 東名店 

開会：18:30～ 

＜本日のプログラム＞ Today’s Program   

◇ ロータリーソング  「君が代」「奉仕の理想」 

 

 

前回 第 697 回例会 2017 年 12 月 26 日（火曜日)記録 

        

 

 

        

＜出席報告＞ 

     にぎり寿司 

 

 

員総数 19 名  

出 席 者 14 

 

名 出席率 74.00 ％ 前々回補正出席率 89.00 ％ 

 

 

＜会長挨拶＞                                                                            

愛知長久手ロータリークラブ  

会 長 青山 和成 
     

皆さんこんにちは、今年最後の例会と成ります。師走のお忙しい中、出席して

頂き本当にありがとうございます。先日は今年最後の年末家族例会、お疲れ様で

した。私も忘年会が３件ほど入っており最初の挨拶のみで退出させて頂きました

が本当に申し訳ございませんでした。私も、ゆっくり皆さんと一緒に最後の家族

例会を楽しみたかったのですが残念でした。あと職場例会では中京競馬場を丹羽

先生のお陰で楽しく過ごすことが出来ました。ありがとうございました。残念ながら今回は万馬券は出ましたが

誰も大当たりする事無く悔しい思いをしてしまいましたが来年からは年回、中京競馬場のＶＩＰ席で観戦出来る

ということなので楽しみにしております。それから伊藤真さんが中心と成って行われた書道展も多くの受賞され

たお子さんやご父兄の方がお見えに成り１７日に長久手文化の家に私も表彰式に出席して来ましたが真さんが

全て準備や後片付けをして頂き本当にお疲れ様でした。また展示中には色んな会員の方々に管理をして頂きあり

がとうございました。皆さんのお陰で書道展も大成功に終わり今後まだ中元ＲＣとのやり取りもございますが一

先ずお疲れ様でした。偶然ですが嬉しいことに特別会員の水野一久さんの、お孫さんも受賞されており水野一久

さんの息子さんもお見えに成りお礼のお言葉を頂きました。それでは恒例の、これだけは知っておきたい「ロー

タリーの基礎」の今回は２０ページから２２ページを読ませて頂きます。 

愛知長久手ロータリークラブ 
２０１７－２０１８ 

WEEKLY 

新年第一夜間例会 

 



 
 

 



 
＜委員会報告＞ 

■ニコボックス委員会■ 

・近藤鋭雄様ようこそお越し頂きました。今後とも宜しく御願い致します。本日も宜しく御願い  青山 和成 

  致します。 

・いつ年間お疲れ様でした。師走の慌ただしい中お集まり、ご苦労様です。近藤様ようこそおいで 中川 清子 

下さいました。 

・近藤様ようこそお越し下さいました。入会を全員にて歓迎いたします!!吉田さんご紹介誠に有難う 丹羽 司一 

  ございました。 

・近藤様ようこそお越し頂きました。会長・幹事半分ご苦労様でした。あと半分頑張って下さい。  伊藤 広治 

・近藤様ようこそおいで下さいました。ごゆっくりしていって下さい。年次総会よろしくお願い    日野 典子 

 致します。 

・今年のあと一週間。振り返りますと色々楽しい事、悲しい事がありましたが、元気で乗り切れた 大島 昭夫 

 かな？ 

・近藤鋭雄様ようこそおいでいただきありがとうございます。先日の年末家族例会親睦委員会の   山田 文明 

 皆様お世話をかけました。本日年次総会よろしくお願い致します。 

・早いもので年末を迎えましたが、今年はゆっくりさせていただいています。次期会員として   吉田 濱一 

 近藤さんをご紹介します。今後ともよろしくお願いします。 

・本日もよろしくお願い致します。                             田中 信子 

・今年もあと少しですね。近藤様ようこそおいでいただきました。本日もよろしくお願いします。 林  正俊 

・本日もどうぞ宜しくお願いします。                             伊藤  真 

・皆様今年もお世話になりました。長久手市地域総括理事 近藤様宜しくお願いします。     神谷 恵理 

 



・家族例会お疲れ様でした。至らぬ所も多々ありましたが、皆様のおかげで無事に終了する事が  大月 涼子 

 出来ました。ただザンギの他のお客様のコートをどなたかが持ってきてしまい神谷さんが返して 

 きて下さいました。エリちゃんありがとうございました。 

・本日もよろしくお願い致します。                             小谷 恒夫 

  “ 黒潮の  スマイル素敵な  キャディーさん  優勝しても  一万円
いちまんえん

かな ” 

 

＜幹事報告＞ 

①本日例会終了後、第 6回理事役員会を行います。理事役員の方は例会終了後お集まりください。 

②次回例会は年明け 1/16(火)新年夜間第一例会になります。1/2(火)・1/9(火)は休会になります。 

１/16(火)新年夜間第一例会場所は木曽路 東名店 時間 18：30からとなります。 

ご出欠等のご案内を 12/27 までにメール FAXにて送らせていただきますので、年明け 1/8（月）までに 

ご返信をよろしくお願いいたします。 

③本日 2017-18年度下期会費納入のお願いをお渡しいたしました。下期会費につきましては、1月末までの 

お振込をお願いいたします。 

 

＜卓 話＞        「年次総会」              会長幹事 青山和成・中川清子 

           

7/5   会長幹事所信表明/会長幹事交代式  

7/11  2RC表敬訪問（瀬戸 RC/尾張旭 RC）IMの PRに小牧 RCの方がお見えになりました。今年度は瀬戸北 RC 

   と例会時間が重なり、両クラブとも夜間例会に表敬訪問に伺った。 

7/25 ウェルフェアーボーリングからチケットを購入し、ボーリング例会を行った。 

   （昨年に引き続き今年度も協賛・チケット購入を行った。チケット購入に至っては今年度も担当が長久手

ということで協賛と合わせてチケット購入をおこなった。御礼文とに寄付先の文章がウェルフェアーボ

ーリングより届いております。） 

8/1  卓話「公共イメージ向上委員長」日野典子さん卓話 

8/22  ガバナー補佐訪問 東尾張分区ガバナー補佐 鈴木 文勝様・地区副幹事 小酒井 比呂志様 

   地区スタッフ 上田 和志様・東尾張分区分区幹事 中村 明様・東尾張分区分区副幹事 水野 満義様 

   5名の方がお見えになりました。 

8/29  外部卓話 本間ゴルフ 若林様の卓話 

9/5   ガバナー公式訪問についてホストクラブとしての担当・準備等の話し合いを行った。  

9/12  ガバナー公式訪問 会場 サンプラザシーズンズにて ガバナー・地区幹事・地区副幹事・4RC(瀬戸・ 

尾張旭・瀬戸北・長久手会員） 

9/26  「職場例会」東名古屋画像診断クリニック訪問 

10/3  米山の卓話 背米山奨学委員会副委員長 青山稔様と当クラブ米山奨学委員長神谷さんの卓話 

10/14  WFF 久屋大通り公園にて（前回に比べ今回は出席者が多く、家族の方も来ていただけました） 

10/24  NPO法人楽歩 副理事長 大原由恵 様 卓話「子ども食堂って 知っていますか？」 

11/4   東尾張分区 IM  ホスト小牧 RC   名鉄犬山ホテル  規定休日（11/7→11/4変更） 

11/12  ながくて市民まつり(今年は当クラブ奥野さんの会社で作られた小松菜を販売。好評で午前中には完売) 

11/19  17-18年度地区大会 ホスト名古屋大須 RC ウェスティンキャッスルナゴヤ 全員登録 

11/28   財団卓話  ポリオ・プラス職業研修チーム委員会副委員長 渡邊萬里 様 

12/3    職場例会 名古屋中京競馬場訪問 

12/13～17  補助金事業として 長久手－台北小学校友好書道展を長久手の杜にて開催  

12/16   年末家族例会 国際ホテル B1「銀座」 

12/26   年次総会 

 

 



 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

2017-18年度主な行事としては 

 1/17   夜間新年第一例会…木曽路 東名店 

1/23  近藤鋭雄様入会式   

        2/18  親睦家族例会…「釣船茶屋 ざうお」 

        3/20   米山奨学生徐 承阮(ソ スンウォン)君送別会 

             4/3    花見例会(華野予定) 

        6/19   最終夜間例会 

                                                                

  今年度上半期事業といたしましては、米山奨学生の受入れ、昨年姉妹提携をしました中原ロータリークラブ 

  にご協力頂き、補助金事業として長久手市で書道展を開催しました。書道展については今後も継続予定。 

 

               

              

                                                                   

                                                                    

                                                                    

                                                                    

                                                                      

                                                                   

                                                                     

                                                                     

 

1 月 23 日(火) 1 月 30 日(火) 2 月 6 日(火) 2 月 18 日(火) 

 

     外部卓話 

 

 

会員卓話・祝福 

 

 

会員卓話・祝福 

 

 

親睦家族例会 

 

 

（トヨタ博物館） 

 

（トヨタ博物館） （トヨタ博物館） (釣船茶屋 ざうお) 


