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第 2088 例会 

     2022 年 3 月 25 日（金） 第 2７回       

  2022 年３月２８日(月)例会変更 

●点  鐘 会長 成瀬 浩康 君（春日井ＲＣ） 

●斉 唱   「奉仕の理想」「仰げば尊し」 

●例会行事 中部大学春日丘高校 IAC 活動報告  

●ビジター 春日井ＲＣ米山奨学生 顧 彬楠様 

  中部大学春日丘高校 IAC 

   顧問 松本 誠太様 

      宮本 理央様 

      中島 深愛様 

      椎野 花菜様 

 ●場  所 ホテルプラザ勝川２Ｆ「さくらの間」 

 

          会長挨拶            

春日井ロータリークラブ会長 成瀬 浩康 君 

 
名古屋空港 RC・名古屋城北 RC の皆さん、ようこそ春日

井へ。本日は 3RC 合同の春日丘 IAC の活動報告会とい

う事で今年度は春日井にお越し願いました。久しぶりに

一堂に会し、ワイワイと楽しく会話したい所ですが、まだ

まだ感染対策をという事で、アクリル板が設置されてい

ます。春日井 RC は会員皆さんの意向で、規制が出てい

る時はスクール形式で例会を行っていますが、それ以外

は円卓でというルールにいたしました。本日は春日井で

開催という事なのでお許しください。 

今年は WFF の記念植樹で 3RC+春日丘 IAC の 4 クラブ

で初の合同事業が出来ました。やはり複数のクラブが集

まり一つの事を行うというのは有意義な事だと思いまし

た。特にこの 3 クラブは昔から一緒に仲良くやってきま

したので、私の知る限りで共同事業をやっていなかった

のが逆に不思議だとも感じました。これから何か事業を

行う時には各クラブにも声をかけ、一緒に何か事業をや

れたらと思いますが、何せ私の任期もあと 3 か月ですの

で次年度以降に期待したいです。 

この 3 クラブでの事業できませんが、春日井 RC は来月

に小牧 RC と共同で施設の人たちを招待して花火を打ち

上げるという事業を開催いたします。本来は大々的に宣

伝して地域の人たちにも楽しんでもらう予定でしたが、

なにぶんコロナの状況が今一つ落ち着かないのでクロー

ズで行う事といたしました。春日丘 IAC の生徒さんにも

お手伝い願い 2RC+春日丘 IAC の 3 クラブにて行いま

す。この前までは誉高校にも IAC がありましたが終結し

てしまいましたので、2RC+2IAC は幻になってしまいま

した。そこでいつか日か小牧を含めた 4RC+春日丘 IAC

のクラブで何か大きな事業を行ってもらいたいと思いま

す。 

話は変わりますが本日お手元にはロータリー情報№5 を

お配りしていると思います。これは名古屋城北 RC にお

邪魔した時に頂いたアイディアで、川瀬ロータリー情報・

研修委員長にお願いしたところ、タイムリーな話題を会

員に様々な情報を届けています。今回はウクライナにか

かわる話題が中心です。周辺国のロータリアンやロータ

ーアクターは実際に体を使って支援しています。遠く離

れたこの日本でできる一番有効的な手段は寄付だと思い

ます。ここにも書かれていますが、マイロータリーから財

団を通して簡単に寄付することが出来ます。私もやって

みましたが金額を入力するぐらいの作業で簡単にできま

す。クレジットカードで支払いができますので面倒があ

りません。やり方が分からなければ事務局を通して寄付

できます。皆さんにウクライナの支援をお願いいたしま

して挨拶とさせていただきます。 
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名古屋空港ロータリークラブ会長 田邊 雅彦 君 

 
本日は春日井ロータリークラブ、名古屋城北ロータリ

ークラブ、3RC の合同例会であり、インターアクトク

ラブの活動報告例会でもあります。ロータリークラブ

は世界中に 120 万人います。愛知県では 4800 名の

ロータリアンがいます。それぞれのロータリアンは世

界中で、日本で、地域で、様々な奉仕活動に尽力し、社

会に貢献しています。 

楽しく人生を謳歌できる場所、それがロータリークラ

ブです。 

インターアクトクラブもロータリーに追随する素晴ら

しい組織です。 

春日が丘インターアクトクラブは、「知ることで可能性

を広げること」をモットーに「目の前の人を笑顔にす

る」ことを目標としておられます。ロータリーやイン

ターアクトクラブを通じて、若い方も、ご年配の方も、

お互いが良き友となり、良き奉仕をする。これからも、

みんなが笑顔になる、みんなを笑顔にする活動を目指

してきましょう。 

 

名古屋城北ロータリークラブ会長 竹内 淑江 君 

 
名古屋城北ロータリークラブ 会長の竹内淑江でござい

ます。 

先ずは、本日こうして中部春日丘高校インターアクトク

ラブの皆様と提唱クラブであります春日井 RC・名古屋空

港 RC・名古屋城北 RC が揃って活動報告例会が開催出来

ました事、大変嬉しく思っております。 

また主管クラブであります春日井 RC 成瀬会長、大原幹

事、大西青少年奉仕委員長には本日の報告会を開催する

にあたりましても数々のお骨折りを頂きましたこと感謝

申し上げます。 

さて 2020 年 1 月に日本で最初のコロナ患者が確認

されて以来、実に様々な活動が制限され、私達ロータリア

ンにおきましても例会の中止や新しい形、いわゆる WEB

例会がはじまりました。そして教育関係の場におきまし

ても休校、時短授業、時差式の通学方法など子供たちの場

に厳しい制約がかかってまいりました。私も子供を持つ

親と致しまして、卒業式や入学式と言う人生の節目の行

事が出来なかったことをとても辛く思っておりました。 

中部春日丘高校の生徒の皆様におかれましても 3 年間と

言うあっという間に過ぎ去ってしまう高校生活の中でた

くさんの希望を持ち、入学されインターアクトクラブで

の活動をとても楽しみにされていたと思います。皆さん

の 3 年間のインターアクトクラブでの活動は将来のリー

ダーに繋がり、そして皆さんに取りましても人生におけ

る貴重な経験となることと思っております。 

厳しい環境の中でいかにインターアクトとしての活動を

楽しく行っていくかを考えていくことも生徒の皆さんの

なかでの一つの糧となることと信じております。あっと

いう間に過ぎ去っていく 3 年間をどうか楽しんでくださ

い。私達提唱 RC は全力でインターアクトクラブのサポ

ートに尽力してまいります。 

最後になりましたが顧問の松本先生におかれましては長

年ご担当頂いておりまして本当にありがとうございます。 

コロナ禍の厳しい環境の中での皆さんの活動報告を本

日は楽しみにして参りました。本日は宜しくお願い致し

ます。 

        委 員 会 報 告           

●出席報告 （川口 直也 幹事）zoom 出席者含め 

本日の例会 

会員数 46 出席率 41.30％ 

出 出席義務者 14 欠 

席 

者 

出席義務者 15 

席 出席免除者 5 出席免除者 12 

者 出席者計 19 欠席者計 27 

 
「中部大学春日丘高校ＩＡＣ活動報告」 
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・部員数約60名 

・年間活動数約250回 

・児童・障害者・高齢者施設を中心に活動 

・地域のイベントの運営ボランティアや 

ダンスパフォーマンスの披露 

企画 

• 高校生講師としてのボランティアの経験 

• JR春日井駅周辺に無料塾がなかった 

宣伝 

• 春日井市内の小中学校を中心にポスター配布 

• 公式ホームページ・ラインの運営 

運営 

• 生徒さんが学習しやすい環境づくり 

• 高校生講師のマニュアル整備 

 

• 毎週日曜日午前10時～11時半 

• 毎週3名～8名の生徒さん 

高校生講師5名～7名 

• 発達障害や学習障害の生徒さん多数 

• 小学生など、低年齢の生徒さん中心 

 

     ３ＲＣインターアクトクラブ連絡会議      

■出席者 

（名古屋空港ロータリークラブ） 

・田邊雅彦 ・川口直也 ・山内佳紀 ・入谷宏典 

・北園守生 

（名古屋城北ロータリークラブ） 

 ・竹内淑江・小塚美知子 ・長谷川幸正 ・筒井俊秋  

 ・舟橋伸治 

（春日井ロータリークラブ） 

 ・成瀬浩康 ・大原泰昭 ・加藤宗生 ・下田育雄 

 ・大西信之 ・森部清孝 

（中部大学春日丘高校） 

 ・松本誠太 

■会長挨拶 

成瀬：小川より定款を大事にした活動をして欲しいとう

要望を頂いている。ただし、私自身の考えでは、何

よりも学校の規則が最優先されると考えているの

で、学校の規則を遵守しながら活動をして欲しいと

思う。 

田邉：過去の事は流して、３ＲＣが緊密に連絡を取りなが

ら活動を密にして期待と考えている 

竹内：ＩＡＣの活動報告を聞く事で改めて、支援の想いを

新たにした。この連絡会議を大切にして、今後も活

動を行っていきたいと思う。 

      3/23(水)ゴルフ部会活動報告            

 優勝 内海 辰巳 君 おめでとうございます！！ 

 

 

2022 年 3 月 23 日(水) 於:東名古屋カントリークラブ 


