


ロータリーは、個々の部分の集まりである以上の存在です。クラブや地
区の活動、奨学金や交換活動、大規模で多様な人道的プロジェクトなど、
ロータリーのすべてのプログラムは、それぞれ目的を異にしています。世
界中のどの２つのクラブをとっても同じではなく、このような多様性こそ
が私たちの強みとなっているのです。

世界中のどこにでも、よりよい未来を築くことが可能だということ、そ
して、寛容の精神、違いに対する容認、高い倫理的価値は、成功への障壁で
はなく、むしろ成功へ至る道なのだということを、私たちは共に世界に示
していきます。

倫理的課題が山積みとなっている今日の世界においては、平和の構築
にとって、国家間の協力と違いに対する容認が不可欠です。そんな中にあ
り、ロータリーは、人々が切に必要としている決然とした高潔さ、国際的
な協力、ボランティア精神の模範を示しています。

２００６―０７ロータリー年度の私のテーマ、「率先しよう」は、ロータリアン
が世界を変える力を持っているという私の信念を表しています。親睦と
奉仕を通じて明るい未来をもたらすために、１２０万人のロータリアンが力
を合わせて率先していくのです。

今日の世界は、スターではなく、真の英雄を必要としています。ロータ
リーにいる私たちは皆、多忙な日々を送りながらも、ベストを尽くそうと
する、普通の人々です。私たちは、幾千にも異なる方法で、世界をより良く、
より健全かつ安全にするために黙々と活動しています。私たちロータリ
アンは、奉仕を選ぶ際に、感情のなすがままではなく、実用と必要性に基
づいて立ち上がらなければならないと、私は強く信じています。真のニー
ズが何であるかを見極め、柔軟で協力的な姿勢で活動に臨まなければな
りません。ロータリーの奉仕は一方通行であってはなりません。すべての
プロジェクトは、私たちが援助する人々と協同して行わなければならな
いのです。

世界中には、数え切れないほどの途方もなく大きなニーズが存在しま
す。ロータリアンとしてそれらすべてを満たしたいと思うのは当然のこ
とですが、同時に私たちは実用性を重んじ、最も必要とされているところ
に努力を注いでいかなければならないことを心得ています。このことを
踏まえて、私は、水保全、識字率向上、保健および飢餓、ロータリー家族を、
２００６－０７年度の強調事項として選びました。

ロータリーの外では、発展途上地域で清潔で安全な飲み水が不足して
いるという事実に対する認識があまりに低いのが現状です。もし自然災
害が１日に６千人の５歳以下の子供の命を奪ったとしたら、それは新聞
の一面記事となるでしょう。しかし、水系伝染病によって、毎日、６千人の
子供が命を失っている事実を知る人は少ないのです。このような問題は、
地元での小規模なプロジェクトを通じて、非常に効果的に取り組むこと
ができますし、長年にわたってロータリーのプロジェクトが取り上げ、成
果を収めてきました。私は、ロータリー世界各地のクラブや地区に、この
活動を引き続き展開し、必要とされている場所ならどこででも、一つ一つ
の地域社会に、清潔な飲み水をもたらすために活動していただけるよう
奨励いたします。

率先しよう
親愛なるロータリアンの
皆さん
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本好きな家庭に生まれ育った私にとって、識字能力は大変重
要であり、識字能力が社会にもたらす恩恵は測り知れないほど
大きなものであると考えています。識字能力は、国家における民
主主義、安定、繁栄の必要条件です。それは、貧困の輪から抜け出
す可能性、そして次世代により良い生活をもたらす可能性を秘
めています。識字率向上は、多くのRI 会長の優先事項となって
きましたし、今後もそうあり続けなければなりません。

保健および飢餓は、ロータリー・クラブが地元で行っている活
動の多くで取り上げられている問題です。これらのプロジェク
トはロータリーの奉仕の中核であり、ポリオ・プラスという素晴
らしい業績を生み出しました。私たちは、ポリオの撲滅が実現す
るまでこの活動を続け、また、ロータリーの名を世界中に知らし
めている数多くの多様な保健プロジェクトや飢餓救済プロジェ
クトを今後も実施していかなくてはなりません。

私は、今年度、再びロータリー家族を取り上げ、ロータリー家
族のすべての人々に等しく思いやりの心を持つことを強調した
いと思います。ロータリーの将来を健全に保つためには、青少年
交換、インターアクト、ロータリーアクトといった青少年プログ
ラムが不可欠です。これらのプログラムは、次世代に、誠実さ、寛
容、無我の精神を育み、ロータリーの活動を助長するものです。
ロータリー家族とその配偶者を思い遣ることで、ロータリーの
結束力は一層強まります。

２００６―０７年度、ロータリーが各個人にもたらすことのできる可
能性、そして各個人がロータリーにもたらすことのできる可能
性を中心に取り組まれるよう、世界中のロータリアンにお願い
していく所存です。共に協力し、さらなる成功へ向けて「率先し
よう」ではありませんか。また、引き続き真のニーズを特定し、地
域社会や諸団体と協力しながら、これらのニーズが理想主義や
夢想ではなく着実な努力と確かな知識に基づいた、実用的かつ
持続可能な方法で取り組まれることをこの目で確かめていこう
ではありませんか。

私たちロータリアンは、より良い世界を夢見るだけでは十分
でないことを知っています。より良い世界は、慎重な計画、誠実
な協力、ひたむきな努力によってのみ実現するのです。

私たちロータリアンは、実現をただ待ち望むだけではありま
せん。共に「率先しよう」のテーマを実践していきましょう。

ウィリアム（ビル）B.ボイド
２００６―０７年度 国際ロータリー会長

ロータリー歴 ――――――――――――
２００５―０６年度国際ロータリー会長エレクト
１９９９―２０００年度国際ロータリー財務長
１９９８―２０００年度国際ロータリー理事
１９８３―８４年度地区ガバナー

経歴 ――――――――――――――――
ウィリアム（ビル）・ボイドは、ゼネラル・マネジャーを務
めたニュージーランドの最大手雑誌配給会社、ゴードン・
アンド・ゴッチ・マガジン社を１９９５年に退職しました。ボ
イド氏は現在、NewZealand's Trees for Survival Trust
および June Gray Trust の理事、ならびに全国腎臓財団
および知的障害者協会のRI 代表を務めています。また
氏は、長老教会の経験豊かな青少年指導者およびボーイ
スカウト公認指導者を務める他、３１年間ラグビーの審判
としても活躍してきました。また、ロータリー地域雑誌
「ロータリー・ダウン・アンダー」委員会委員長として奉仕
しました。

１９７１年来のロータリアンであるボイド氏は、現在パクラ
ンガ・ロータリー・クラブの会員です。国際ロータリーで
は、地区ガバナー、研修リーダー、国際協議会モデレータ
ー、委員会委員および委員長（ニュージーランド・ポリオ・
プラス委員会副委員長を含む）、ポリオ・プラス・パートナ
ー副コーディネーター補佐、実行グループのゼネラル・コ
ーディネーター補佐、ロータリー情報顧問、ロータリー財
団地域コーディネーター、RI 理事および財務長を歴任し
ました。会長エレクトは、ロータリー財団功労表彰状およ
び特別功労賞の受賞者でもあります。氏はまた、「ロータ
リー・ダウン・アンダー」から功労賞を授与されました。

ボイド氏と婦人のローナさんは、現在ニュージーランド、
オークランド市のホーウィックに在住しており、お二人
の間には２人の息子さんと２人の娘さん、そして１０人のお
孫さんがいます。

２００５年７月

2006―07年度RI会長

ウィリアム（ビル）B.ボイド
（ニュージーランド、パクランガ・ロータリークラブ）

親親睦睦とと奉奉仕仕をを通通じじてて明明るるいい
未未来来ををももたたららすすたためめにに、、
１１２２００万万人人ののロローータタリリアアンンがが

力力をを合合わわせせてて
率率先先ししてていいくくののでですす。。
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広報活動の強化。 
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今年の梅雨は例年になく男性的で激しく、昔のようにしっ
とりと雨が続くタイプではないようです。さてこの７月より
新しい年度が始まります。ガバナー月信はその生い立ちから
考えてみますと、地区ガバナーがクラブ会長・幹事にあてた
「親書的な公式文書」であり、例会の席上で会長がクラブメ
ンバーに披露し、ＲＩ会長の細かい方針やガバナーの考え方
を伝えた書簡であります。
地区運営の基軸を「原点回帰」としましたので、出来る限

りその立場に立ち、責務としての月信を書いていくつもりで
あります。さて「原点回帰」の原点とは、ロータリー１００年
の歴史の流れの中で、ピンポイントとしての年代に限定して
考えがちでありますが、歴史は途切れることなく流れ続けて
いることからも、むしろ年代ゾーンとして考えた方が適切と
考えます。
そこでポール・ハリスが第１回の会合を開いた時（１９０５年

２月２３日）から１９２３年セントルイス大会にて、かのあまりに
も有名な２３－３４決議がなされ、引き続いて四大奉仕が決まっ
た１９２７年までのおよそ２０年間余をロータリーの原点と考えて
はどうかということであります。即ちロータリーの思想が形
成された期間であります。
この時代に立ち帰って今のロータリーを見つめ直すことは、

ロータリー原理主義とか�内向するロータリー�とか云われ
そうでありますが、それは違います。今のロータリーを見つ
める時に、ロータリーがロータリーの原理原則を当たり前の
ものとして運営されていないことをまま見かけるものですか
ら、当たり前にしましょうと申し上げているだけであります。
出席が厳しすぎるから入会希望者が少ない、退会者が増える
との考えから、欠席補填期間を欠席例会日の前後２週間にし
て、出席を保障し会員増強推進策としました。結果はどうで
したか？結局出席率は低下したと云われているようです。メ
ーキャップにかけつけ６０％ルールに守られ３６分間列席して、
卓話者の前から当然の権利のような顔をして胸を張って途中
退席する事態が発生し、クラブ会長が卓話者に顔を赤らめて
謝罪する光景が日常茶飯事みられます。私は出席率を上げる
ためのメーキャップ、自己の出席義務維持のメーキャップを
とやかく言うつもりはありません。メーキャップに行ったら、
そのクラブの例会の雰囲気を壊す途中退席は自分の品位と相
手クラブへの思いやりとを汚す行為だと思います。多分初期
ロータリークラブの例会は�我選ばれし者�としての自覚も
高く、こんなお行儀の悪いことは無かったのではないかと考

えます。その頃はすでに会員間の互恵主義を脱し、企業倫理
を守り、職業奉仕に全力を傾けながら、奉仕を地域社会に国
際社会にと拡げていったようであります。当時はメンバーと
してクラブ奉仕に徹する、即ちクラブ運営のために協力する、
共働して楽しくする演出が思いやりとしてかもし出されてい
たと考えられます。ロータリーソングや親睦例会の誕生は、
まさにそれであります。
例会は自分が主人公として、あるいはピエロとして演じれ

ば楽しいものです。ロータリー情報を友人から、クラブ会長から
どんどん吸い上げれば、例会に出席しないと損だと気づきます。
自分が出席しない事は、あなた自身から発信される情報が

無いために、出席したメンバーは損害を被るわけです。クラ
ブ奉仕と職業奉仕を同時に放棄していることになりますが
いかがでしょうか？
クラブの例会が楽しくなってくると各種のプログラムが生

き生きとしたアイデアで運営され、クラブは「俺のクラブ」
となってくると思います。「俺のクラブ」は人様の為に地域
内外で何かやろうという発露となります。
人様のために企画されたプログラムは正しければ成果を上

げ、メンバーの達成感と地域での高い評価となり、ロータリ
ーの公共イメージを拡げてくれます。公共イメージの向上の

� � � �

ためのプログラムは、自分が、そしてたまにはクラブが人様
のために少しは役立つことを実践することです。
しかしながら、ロータリークラブが行った行事は、どうい

うことなのか不思議とマスコミに取り上げられることが少な
く、ロータリークラブの存在があまり世間に知られません。
非常に残念なことであります。今年度はこの事を考える一年
にしたいと思っています。
ロータリーのイメージの向上は会員増強へつながります。

少し時間はかかりますが、意識的に広報活動に取組む必要が
ありそうです。
今日から新しい年度が始まります。新会長・幹事さんの元

にクラブ一丸となって楽しいロータリーライフを送る努力を
して下さい。公式訪問の時にお会いできる事を楽しみにして
います。

●● 直直直直直直直直直直直直直直直前前前前前前前前前前前前前前前ガガガガガガガガガガガガガガガバババババババババババババババナナナナナナナナナナナナナナナーーーーーーーーーーーーーーー���������������橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋様様様様様様様様様様様様様様様ごごごごごごごごごごごごごごご夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫妻妻妻妻妻妻妻妻妻妻妻妻妻妻妻へへへへへへへへへへへへへへへののののののののののののののの感感感感感感感感感感感感感感感謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝ののののののののののののののの言言言言言言言言言言言言言言言葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉 ●●
斎 藤 直 美

�橋直前ガバナー並びに奥様、素晴
らしい成果と大任を果たされた事、こ
こに心よりご慰労申し上げます。
特に公式訪問がスタートした８月は、

愛・地球博が大人気を博し、入場制限が
行なわれる程の活況を呈していました。

その中、豊島ロータリー館長ともども、館の運営にご尽力さ
れ、他方笑顔を絶やさず精力的に地区運営へまい進されまし
た。川島幹事はじめスタッフの皆様方の御力添えが随所に
垣間見られ、ガバナー事務所のあり方をお教え頂きました。
そして超御多忙の中でも、常に私の年度に対して細かな

御配慮を頂き、心より御礼申し上げます。

特にロータリーに対しては�楽しければよい�とニコニ
コと語られ、浅学非才の身にはどう解釈すべきか迷い、た
だひたすら�ロータリーをもっと学ばねば�と老骨に鞭打つ
日々であります。
また奥様からは国際協議会へ向かう私ども夫婦に、サン

ディエゴの様子、ホテル内での大研修会における国際交流
の仕方、名刺、お土産等々、身にあまるご助言を賜りお陰様
でつつがなく過ごすことができました。この場をお借りし
て厚く御礼申し上げます。
�橋直前ガバナーにおかれましては、お体にご慈愛いた

だき今後とも公私にわたる御指導、御鞭撻を宜しくお願い
申し上げ、御礼の言葉とさせていただきます。

第２７６０地区
２００６－２００７年度ガバナー

斎 藤 直 美
（豊田ＲＣ）

ガガババナナーー就就任任ににああたたりり

２００５－２００６年度
ガバナー �橋治朗氏
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地区研修委員会の新設についての報告／構想について 

特集『ロータリーを学ぶ』 

任 務 お よ び 責 務 
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南尾張分区 西尾張分区

森島 昭二 山内 登
１９３２年（昭和７年）３月３０日生 １９４３年（昭和１８年）１１月１６日生

所属クラブ
職 業 分 類
役 職

勤務先住所

ロータリー歴

半田南ＲＣ
鉄スクラップ加工処理
㈱森島商店
代表取締役

〒４７５―０８０５
半田市浜田町３―１２
ＴＥＬ０５６９―２１―２２１２ ＦＡＸ０５６９―２３―６６６０
１９７４年 半田ＲＣ入会
１９８０年 半田南ＲＣチャーターメンバー
１９８０～８１年 幹事
１９８２～８３年 会長

所属クラブ
職 業 分 類
役 職

勤務先住所

ロータリー歴

尾西ＲＣ
梳毛糸製造
㈱マウンテック
代表取締役社長

〒４９４―０００３
一宮市三条中３３
ＴＥＬ０５８６―６２―３１６１ ＦＡＸ０５８６―６２―３１６６
１９８３年 尾西ＲＣ入会
１９８５～８６年 プログラム委員長
１９８７～８８年 社会奉仕委員長
１９９０～９１年 ＳＡＡ
１９９２～９３年 社会奉仕委員長
１９９３～９４年 会員増強委員長
１９９５～９６年 会員選考委員長
１９９６～９７年 ロータリー財団委員長
１９９８～９９年 ＳＡＡ
１９９９～２０００年 会長
２００２～０３年 地区ポリオプラス副委員長・クラブ会長エレクト
２００３～０４年 地区ポリオプラス委員長・クラブ会長
２００４～０６年 地区ポリオプラス委員長・クラブロータリー財団委員長

■ポールハリスフェロー ■米山奨学金

南尾張分区ガバナー補佐を仰せつかり重責を感じております。

今年度のＲＩテーマ「率先しよう」のもと、斎藤ガバナーは地区

方針として「原点回帰」を掲げられました。方針の通り諸活動を

見直し、お互いにクラブのこと、奉仕のありかたを�ロータリー
の明日�に向けて語り合うことは、大切な事だと思っております。
斎藤ガバナーのご指導のもと、分区と分区内クラブとのパイプ役

として尽力したいと思っております。皆様方の格別にご協力をお

願い致します。

２００６－２００７年度のガバナー補佐の大役を仰せ付かりその責任の
重さを痛感している昨今です。本年度、ＲＩテーマ「率先しよう」
また斎藤ガバナーの本年度地区運営方針「原点回帰」を基本とし
て、ロータリーを考えて行きたいと思っております。わかりやす
そうで中々難しい問題ですので、各クラブの皆様と討論しながら
良き方向が少しでも見つかればと思います。
未熟な私ですが、各クラブの皆様のご協力を得て一年間がんば
りたいと思っています。
また、本年度は斎藤ガバナーの意向でＩＭが復活いたします。

２００７年２月４日�名鉄グランドホテルにて行います。後日、各クラ
ブにはご案内申し上げますので、ご協力よろしくお願いを致します。

東尾張分区 西名古屋分区

江崎 柳節 片山 主水
１９３４年（昭和９年）７月２日生 １９３９年（昭和１４年）１１月１７日生

所属クラブ
職 業 分 類
役 職

勤務先住所

ロータリー歴

小牧ＲＣ
外科医
医療法人柳雪会
江崎外科内科 理事長

〒４８５―００４７
小牧市曙町７０
ＴＥＬ０５６８―７５―２２１１ ＦＡＸ０５６８―７７―８１８３
１９８２年 小牧ＲＣ入会
１９８３～８４年 国際奉仕委員長
１９８９～９０年 職業奉仕委員長
１９９８～９９年 幹事
２００２～０３年 会長
２００４～０６年 地区クラブ奉仕委員長

所属クラブ
職 業 分 類
役 職

勤務先住所

ロータリー歴

名古屋東南ＲＣ
法律事務所
片山主水法律事務所
所長

〒４６０―０００２
名古屋市中区丸の内三丁目５―３５
弁護士ビル７０１号室
ＴＥＬ０５２―９５１―０００１ ＦＡＸ０５２―９５１―５６２９
１９７２年 名古屋東南ＲＣ入会
１９８４～８５年 クラブ幹事
１９８８～８９年 分区代理幹事
１９９０～９１年 クラブ副会長
１９９０～９２年 地区国際友好委員会委員長
１９９２～９４年 地区世界社会奉仕委員会委員長
１９９４～９５年 地区環境保全委員会委員長
１９９５～９６年 クラブ会長
１９９７～９８年 地区幹事
２０００～０１年 地区資金委員会委員長
２００２～０４年 地区クラブ奉仕委員会委員長

■ポールハリスフェロー ■米山功労者
■ベネファクター ■国際奉仕ガバナー特別賞（２００２年）

■ポールハリスフェロー ■ベネファクター
■米山功労者

今期のＲＩテーマは「Lead The Way］（率先しよう）であり
ます。ガバナーの地区テーマは「原点回帰」です。昨年は我が分
区内で「愛・地球博」が成功裏に展開され東尾張分区の歴史に金
字塔を刻しました。今期は�クラブ奉仕を中心に�本来のロータ
リーに集中しようという事だと思います。ＩＭは他分区に先駆け
て０６年９月３０日に開催させて頂きます。パネル討論に�矜持すべ
きロータリアンの資質�、招請講演に�ロータリー、この素晴ら
しき世界（演者：関場慶博ＲＩ研修リーダー）�を予定していま
す。ロータリーには傍観は似合いません。プロジェクトに率先し
ましょう。ロータリーというアドバンテージを楽しみましょう。
この１年宜しくお願い申し上げます。

ガバナー方針にそって親睦活動の活発化とニューリーダーシッ

ププラン十年の節目を意識してガバナー補佐の権限強化に伴う分

区活動の独自性を求めて、次の事項を計画しています。①地区役

員クラブ会長幹事就任決起会（７月１日�・夜）②合同親睦同好
会（麻雀会・囲碁会・ゴルフ会・茶の湯同好会）③名古屋開府４００

年記念名古屋城本丸御殿再建支援④職業奉仕月間研究集会⑤ＩＭ

（０７年２月７日�午後３時）⑥クラブ奉仕月間クラブ奉仕研修セ
ミナー（０７年６月）

22000066～～22000077年年度度 ガガナナババーー補補佐佐ごご挨挨拶拶
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東名古屋分区 東三河分区

千田 毅 尾原 脩
１９３６年（昭和１１年）８月８日生 １９４１年（昭和１６年）４月１日生

所属クラブ
職 業 分 類
役 職

勤務先住所

ロータリー歴

名古屋東ＲＣ
建築
名古屋建商㈱
代表取締役

〒４６４―０８５１
名古屋市千種区今池南２９―２３
ＴＥＬ０５２―７７３―０６６６ ＦＡＸ０５２―７４１―１５５４
１９７３年 名古屋東ＲＣ入会
１９７８～７９年 青少年奉仕委員長
１９８０～８１年 副Ｓ．Ａ．Ａ
１９８１～８２年 Ｓ．Ａ．Ａ
１９８３～８４年 副幹事
１９８４～８５年 幹事
１９８６～８７年 米山奨学委員長
１９９９～２０００年 親睦活動委員長
１９９０～９１年 職業分類委員長
１９９１～９２年 会員増強委員長
１９９５～９６年 クラブ奉仕委員長・会長エレクト
１９９６～９７年 会長
２０００～０１年 地区社会奉仕委員長

所属クラブ
職 業 分 類
役 職

勤務先住所

ロータリー歴

田原パシフィックＲＣ
獣医師
㈲尾原どうぶつ病院
院長

〒４４１―３４１６
田原市東赤石５―６６
ＴＥＬ０５３１―２２―２４３３ ＦＡＸ０５３１―２２―１６９２
１９８９年 田原ＲＣ入会
１９９０年 田原パシフィックＲＣ創立時入会
１９９２～９３年 幹事
１９９４～９５年 会長

■マルチプルポールハリスフェロー ■米山功労者

東名古屋分区ガバナー補佐を本年度勤めさせていただきます。
その任にあらずと思いますが、よろしくご指導御協力お願いいた
します。当分区としては復活したＩＭに全力を傾倒して斎藤ガバ
ナーご提示の�原点回帰�精神で成功させたいと思います。
また、米山奨学制度は日本のロータリー活動の中でも最もすぐれ
た制度です。ぜひ本年度はその貢献度を高めたいと思います。
分区内各クラブが互いに連絡を密にし親善を旨としてロータリー
活動を活発にしてまいりたいと思います。

この度、ＲＩ２７６０地区、２００６－０７年度ガバナー斎藤直美氏の下
で、東三河分区ガバナー補佐を勤めることになりました。
斎藤ガバナーの地区方針「原点回帰」の心を、分区の皆様に伝え
ることが出来るように努力したいと思います。
また、３年間休んでおりましたＩＭを再開することになりました。
東三河１３クラブの情報交換、親睦を主題とした楽しいＩＭにした
いと思います。
皆様のご指導、ご協力をいただきながら、１年間の役目を果たし
たいと思います。宜しくお願いいたします。

西三河中分区 西三河分区

加藤 鈴幸 羽田 育哉
１９３８年（昭和１３年）１１月２１日生 １９３６年（昭和１１年）９月３日生

所属クラブ
職 業 分 類
役 職

勤務先住所

ロータリー歴

豊田西ＲＣ
精神科医
衣ヶ原病院
理事長兼院長

〒４７１―００３６
豊田市広久手町２―３４
ＴＥＬ０５６５―３２―０９９１ ＦＡＸ０５６５―３３―０７７２
１９８０年 豊田西ＲＣ入会
１９９６～９７年 会長
１９９９～２０００年 地区ライフ副委員長
２０００～０１年 地区ライフ委員長

所属クラブ
職 業 分 類
役 職

勤務先住所

ロータリー歴

刈谷ＲＣ
補綴歯科医
丹羽歯科医院
名誉院長

〒４４８―０８４２
刈谷市東陽町４―３１―１
ＴＥＬ０５６６―２１―３１０１ ＦＡＸ０５６６―２３―７７５６
１９７７年 刈谷ＲＣ入会
１９８３～８４年 幹事
１９９３～９４年 青少年活動委員長
１９９４～９５年 職業奉仕委員長
１９９５～９６年 会長エレクト
１９９６～９７年 会長
１９９８～２０００年 地区広報委員会委員
１９９９～２０００年 ロータリーの友地区委員

■ポールハリスフェロー ■米山功労者（３回）

■ポールハリスフェロー ■米山功労者

地区新世代委員会、地区ロータリーアクト委員会、地区インタ

ーアクト委員会、地区ライフ委員会を担当します。

２００６年８月から同年１１月にかけて、西三河中分区の９ＲＣを訪問

します。

ＲＩ会長及び地区ガバナーの運営方針を伝えると共に、各ＲＣの

活動状況の評価、及び指導を行います。

２００７年３月３日�に豊田西ＲＣのホストにて「研修及び親睦」を
主体としたＩＭを開催いたします。

斎藤ガバナーのお考えに沿って、自分たちの足元（原点回帰）

を見つめ直してみたい。あまり難しいことを考えずにロータリー

の原点について考えたい。クラブ奉仕に徹する、例会を楽しむ演

出について考えたい。その為の仲間を増やすことについて考えて

みたい。いつも言われる質か量か、女性会員について。この三点

について、お金をかけずにＩＭで皆で議論してみたい。

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 
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地区研修 
委員長 1949年（昭和24年）８月24日生 

岡部　快圓 

地区幹事　藤井　伸三 
（豊田ＲＣ） 

名古屋大須ＲＣ／仏教（真言） 
大須観音  宝生院　代表役員（住職） 
1985.1 
 
1989～1990 
1993～1994 
1999～2000 
2002～2003 
2004～2006

名古屋大須ＲＣ入会 
（キーメン・チャーターメンバー） 
幹事 
会長 
西名古屋分区ガバナー補佐 
RI2760地区ガバナー 
地区諮問委員会委員 

当委員会は本年度新設された委員会で、地区チーム研修セミナー・PETS・地区
協議会・地区指導者育成セミナー等の研修を担当する委員会です。 
委員は全ガバナー補佐によって組織されています。 

　昨年６月にガバナーエレクト事務所を開設以来、地区内外の夛くの皆様方にお支えをいただき、
スタッフ一同一丸となって努力いたしております。 
　ＲＩテーマ「Lead  The  Way」「率先しよう」。そして地区運営方針「原点回帰」のもと、第
2760地区斎藤ガバナー年度が始まります。 
　ガバナーエレクト事務所にお寄せいただきました地区内81のロータリークラブの暖かいご協力、
ご支援により、ガバナーエレクト事務所として果たさなければならない主要会議も滞りなく終え
ることが出来ました。心から厚くお礼申し上げます。 
　新年度に入りますと新会長・幹事さんによるすばらしいクラブ運営がなされますし、ガバナー
補佐の皆様や各委員会の委員長様のすばらしいリーダーシップにより、夛くの活動が展開される
であろうこと期待いたしております。 
　私共ガバナー事務所のスタッフ一同も、この一年間、地区内の総てのロータリークラブの活動
が活発に運営されますよう願ってやみません。その為のお手伝いの努力も決して惜しみません。
何なりとお申し付けいただき、すばらしいロータリーライフとなる事を目指して頑張りますこと
をお誓いしてご挨拶といたします。 

ロータリー 
情報委員長 1942年（昭和17年）３月12日生 

伴　禎夫 

名古屋東南ＲＣ／給排水設備工事 
共和工業株式会社　相談役 
1985.7 
1991～1992 
1997～1998 
1998～1999

名古屋東南ＲＣ入会 
幹事 
地区副幹事 
会長 

地区方針「原点回帰」のもと、「ロータリーアンのためのロータリーの学習」
を柱にして、各クラブのロータリー情報委員会の果たす機能を改革するため、
地区リーダーシッププランに従い、新しい教育プログラムの作成に努めたい。 

地区財務 
委員長 1937年（昭和12年）４月29日生 

瀧　義孝 

一宮北ＲＣ／歯科医 
瀧歯科医院　院長 
1979.1 
1984～1985 
1987～1988 
1989～1990 
1998～1999 
1999～2000 
2003～2004 
2004～2005 
ポールハリスフェロー　米山功労者 

一宮北ＲＣ入会 
職業奉仕委員長 
ＳＡＡ 
会報委員長 
会長 
ロータリー情報委員長 
地区幹事 
地区財務委員会副委員長 

岡崎ＲＣ／小児科医 
小児科  延寿堂  杉浦医院　院長 
1980.4 
1997～1998 
1998～1999 
1999～2000 
2001～2002 
2003～2004 
2004～2005 
2005～2006

岡崎ＲＣ入会 
会長エレクト 
会長 
Ｒ．情報委員長 
地区副幹事 
地区拡大委員 
地区拡大委員 
地区拡大委員長 

地区協議会において承認をいただいた賦課金、予算の運営管理にあたっては、
会員より寄せられた浄財であると認識を強く持ち細心の注意をはらい、ガバナ
ー事務局と緊密なる連携のもとに職責に努める所存です。 

拡　大 
委員長 1934年（昭和９年）５月28日生 

杉浦　壽康 

「拡大は最大の増強である」（内藤卯三郎ＰＧ）と言われている。拡大はクラ
ブのご理解とご協力無くして不可能です。拡大委員会委員長２年目の今年度は
何とか一つでも新しいクラブ設立に向け、更に努力をする所存です。みなさま
のお力添えを切にお願い致します。 

クラブ奉仕 
委員長 1937年（昭和12年）２月26日生 

岡本伊三雄 

名古屋守山ＲＣ／シニアアクチブ（ME器機販売） 
大誠医科器械株式会社　取締役会長 
1980 
1985～1986 
1988～1989 
1989～1990 
1992～1993 
1996～1997 
1999～2000 
2001～2002 
2002～2003

名古屋守山ＲＣ入会 
新世代委員長 
幹事 
ロータリー情報委員長 
国際奉仕委員長 
米山記念奨学会委員長 
副会長 
会長 
ロータリー財団委員長 

近年増々クラブ運営が大切になってきました。四代奉仕の中でクラブ奉仕だけ
がクラブ内に対しての委員会でございます。クラブを活性化するためには重要
な委員会と思っておりますので宜しくお願い致します。 

地区幹事ご挨拶 

会員増強 
委員長 1935年（昭和10年）１月９日生 

菊岡　深智子 

名古屋名南ＲＣ／ゴルフ場経営 
キクオカ綜業株式会社　代表取締役社長 
1991.2 
1995～1996 
1997～1998 
1998～1999 
1999～2000 
2001～2002 
2003～2004 
2004～2005 
2003～2005 
第３回米山功労者　マルチプルポールハリスフェロー　遺贈友の会 

名古屋名南ＲＣ入会（チャーターメンバー） 
職業分類委員長 
国際奉仕委員長 
会員増強委員長 
新世代委員長 
広報委員長 
会報委員長 
社会奉仕委員長 
地区会員増強副委員長 

「あなたの手…私の手…」 
斎藤ガバナーの方針である会員増強５％アップ達成は、全会員が協力しましょう！会員増
強は、新しいエネルギー源の新会員確保と知恵袋の現会員の退会防止数のバランスが
重要なカギです。あなたの温かい心と手が、ロータリー精神の基盤です。輪になって平和
を構築する人になるのは、あなたです。 
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ロータリー 
家族委員長 1949年（昭和24年）１月９日生 

大矢　裕慈 

名古屋中ＲＣ／畳製造 
株式会社オオヤ　代表取締役 
1990.10 
1993～1994 
1995～1996 
1996～1997 
1997～1998 
1998～1999 
2003～2004 
2004～2005 
2005～2006 
ポールハリスフェロー　米山功労者 

名古屋中ＲＣ入会 
会場副委員長 
国際奉仕副委員長 
会報委員長 
親睦副委員長 
出席委員長 
地区ロータリー家族副委員長 
一般広報委員長、地区ロータリー家族委員長 
地区ロータリー家族委員長 

ロータリー活動に熱心な会員ほど家族からの不平不満が出て、その葛藤が大き
くなり苦しんでおられます。その矛盾をなくす為にもロータリー活動を配偶者
や家族と一緒に行動し奉仕の喜びを分かち合う事が大切ですし、そのことが退
会防止や新会員の勧誘に大変役立つと思います。 

職業奉仕 
委員長 1942年（昭和17年）１月29日生 

成田　洋之 

名古屋みなとＲＣ／口腔外科医 
成田歯科　院長 
1989 
1994～1995 
1995～1996 
1997～1998 
1999～2000 
2000～2001 
2001～2002 
2002～2003 
2003～2004 
2004～2005 
2005～2006

名古屋みなとＲＣ入会 
会員増強委員長 
職業分類委員長 
青少年活動委員長（理事） 
幹事（役員） 
地区研究グループ交換委員 
副会長（理事） 
会長エレクト（理事）、地区拡大委員 
会長（理事） 
地区職業奉仕副委員長 
西名古屋分区ガバナー補佐 

職業奉仕はロータリーの原点、ロータリー運動の根幹、金看板と言われます。
ガバナーの地区方針「原点回帰」に沿い、綱領を基盤に究極の目標である自ら
の事業と業界の職業倫理高揚という崇高な使命を皆様方と共に担える事を喜ん
でいます。 

社会奉仕 
委員長 1942年（昭和17年）10月27日生 

伊藤　秀雄 

名古屋東南ＲＣ／流通サービス 
株式会社ＪＬ　代表取締役会長 
1992.1 
1993～1995 
1995～1996 
1996～1998 
1998～1999 
1999～2000 
2000～2001 
2001～2002 
2002～2003 
2003～2004 
2004～2005

名古屋東南ＲＣ入会 
親睦活動副委員長 
親睦活動委員長（理事） 
会員増強委員長（理事） 
ＳＡＡ委員 
副幹事 
幹事 
直前幹事 
広報委員長 
国際奉仕委員長 
国際奉仕副委員長 

前年度に引き続き、節約例会実施による経費節減分での心臓蘇生除細動器「Ａ
ＥＤ」の設置拡大を提案させて頂きます。 
出来る事なら「ＡＥＤ」に頼らない人生を送りたいと思いますが、万一それで
人命が救われるなら幸せなことだと思います。 

ＲＣＣ 
委員長 1952年（昭和27年）３月26日生 

加藤　真治 

刈谷ＲＣ／自動車学校 
株式会社刈谷自動車学校　代表取締役社長 
1991.2 
1994～1995 
1998～1999 
2003～2004 
2004～2005 
2005～2006

刈谷ＲＣ入会 
クラブ会報委員長 
親睦活動委員長 
米山奨学委員長、地区ＲＣＣ委員会委員 
地区ＲＣＣ委員会委員 
環境保全委員長（理事） 
地区ＲＣＣ委員会委員長 

地区ＲＣＣ委員長として２年目の今年度は、2004年に元地区ＲＣＣ委員長が作
成された「ＲＣＣガイドブック」から一部を抜粋して、ＲＣＣの成り立ち、設
立の方法などが閲覧できるようにガバナー事務所のホームページに掲載したい
と思っています。 

環境保全 
委員長 1945年（昭和20年）９月18日生 

長瀬　論 

名古屋栄ＲＣ／菓子卸売 
株式会社遠州屋　代表取締役 
1983 
1992 
1996～1997 
1997～1998 
1998～1999 
1999～2000 
2000～2001 
2001～2002 
2002～2003 
2004～2005 
2005～2006 
ポールハリスフェロー 

尾張中央ＲＣ入会 
名古屋栄ＲＣ入会 
クラブ青少年活動委員長 
クラブニコボックス委員長 
クラブ米山記念奨学委員長 
クラブ職業奉仕委員長 
クラブ副幹事、地区環境保全委員 
クラブ幹事、地区環境保全委員 
クラブ奉仕委員長、地区環境保全委員 
クラブ環境保全委員長 
地区環境保全委員長、クラブプログラム委員長 

地区委員会の責務は、各ＲＣの後方支援と情報提供が最大のつとめと考え、地区
内ＲＣとの意思の疎通を図り（情報の共有化と発信）、クラブを支援し、広報を
強化することを本年度の重点指針といたしました。１年間よろしくお願いします。 

国際奉仕 
委員長 1941年（昭和16年）６月27日生 

安井　隆豊 

名古屋和合ＲＣ／家具販売 
安井家具株式会社　代表取締役社長 
1984.2 
1997～1998 
2003～2004

名古屋和合ＲＣ入会 
幹事 
会長 

国際奉仕の原点は異文化理解の上での奉仕である。国際奉仕でやれる事、青少
年交換、世界社会奉仕、そして国際友好など、それぞれのクラブで新たなる挑
戦をしてみよう。 

青少年交換 
委員長 1950年（昭和25年）２月15日生 

黒田　勝基 

高浜ＲＣ／銑鉄鋳物業 
クロダイト工業株式会社　常務取締役 
1992.6 
2000～2001 
2005～2006 
ロータリー財団　ベネファクター 

高浜ＲＣ入会 
幹事 
会長 

青少年交換事業を実施しているところを想像しますと、とても大変で手に負え
ないと感じるかもしれません。しかし、毎年世界で約７千名、日本でも４百名
弱の学生が交換され、夫夫係わりのある方々が若干の苦労と、それ以上の大き
な感動と感謝を体験しています。是非その経験をしていただけるよう、委員会
としてお手伝いしたいと思います。 
１年間よろしくお願いいたします。 

広　報 
委員長 1936年（昭和11年）５月９日生 

青木　勇作 

岡崎ＲＣ／自動車部品製造 
フタバ産業株式会社　監査役（非常勤） 
1995.10 
2001～2002 
2002～2003 
2003～2004 
2004～2005 
2005～2006 
マルチプルポールハリスフェロー 
第２回米山功労者 

岡崎ＲＣ入会 
会場監督 
雑誌委員長 
クラブ奉仕委員長 
副会長 
広報委員長 

ロータリー歴僅か10年余、ガバナーの「広報に積極的に取り組みたい」とのご
方針を受けて大役をお受けしました。非力ですが、精一杯頑張りますので、何
卒ご指導・ご鞭撻の程お願い致します。 

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 
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地区新世代 
委員長 1942年（昭和17年）５月15日生 

加藤　康治 

一宮中央ＲＣ／不動産管理 
株式会社加藤康産業　代表取締役 
1990 
 
1997～1998 
2002～2003

一宮中央ＲＣ入会 
（チャーターメンバー） 
クラブ会長 
地区ローターアクト委員長 

新世代はこれからの社会の担い手です。ロータリアンは若者に声をかけ、時間
をかけ、彼らの思いを理解し、ロータリーの心を伝え、一層の指導をしてまい
りましょう。 

インターアクト 
委員長 1951年（昭和26年）７月20日生 

沓名　令亨 

安城ＲＣ／米菓子製造 
いずみ製菓株式会社　代表取締役 
1994.8 
1998～1999 
2000～2001 
2001～2002 
2005～2006

安城ＲＣ入会 
ニコボワ委員会委員長 
国際奉仕委員長（理事） 
プログラム委員長 
地区新世代委員会 
インターアクト副委員長 

インターアクト委員長としてインターアクト協議会や海外派遣研修等を通じて
青少年（高校生）達により多くのプロジェクトに参加する機会を作り、青少年
達が新しい友人と協力しながら、これからの指導者としての技能・行動力を養
成出来るよう協力していきたいと思っております。 

ローターアクト 
委員長 1952年（昭和27年）２月11日生 

服部　良男 

岡崎ＲＣ／鉄鋳物製造 
服部工業株式会社　代表取締役 
1989.1 
1995～1996 
1997～1998 
1998～1999 
2004～2005

岡崎ＲＣ入会 
ＳＡＡ 
ローターアクト委員長 
青少年活動委員長 
幹事 

地区のロータリアンの皆様、ローターアクトをご支援いただきありがとうござ
います。提唱ロータリークラブの会員の皆様、年間一度は、ローターアクトの
活動にご参加くださいますようお願い申し上げます。 

ライフ 
委員長 1947年（昭和22年）７月１日生 

熊澤　勝則 

尾張ＲＣ／給排水設備工事 
有限会社熊澤工業　代表取締役 
1997.10 
2002～2003 
2004～2005 
2005～2006

尾張ＲＣ入会 
環境保全委員長 
新世代委員長 
ライフ副委員長 

ライフ（ロータリー青少年育成プログラム）の精神のもとに本年度のライフセ
ミナーをより充実したものと成る様運営したいと思います。 
今回は、「将来の日本」というテーマの基、より多くの受講生・ロータリアン
の参加を希望し、ご協力をお願い致します。 

ロータリー 
財団委員長 1945年（昭和20年）１月３日生 

深谷　友尋 

名古屋みなとＲＣ／住宅建築 
フロンヴィル株式会社　代表取締役社長 
1990.9 
1994～1995 
1996～1997 
1997～1999 
2000～2001 
2001～2002 
2003～2004 
2004～2005 
2005～2006 
マルチプルポールハリスフェロー 
ベネファクター 
米山功労者 

名古屋みなとＲＣ入会 
親睦活動委員長 
幹事（役員） 
地区ＲＡＣ委員 
新世代委員長 
地区財団委員（ＧＳＥ委員長） 
会長エレクト・地区財団副委員長 
会長（理事）・地区財団副委員長 
地区財団副委員長 

斎藤ガバナー年度は原点回帰ロータリー100年の歴史を学び、ロータリーの精神・
クラブ運営の原理原則を、改めて確認することが大切と述べられ、ロータリー
財団の重要性と役割、貢献活動の意義を改めて、全てのロータリアンへ理解と
協力を発信してまいりたいと存じます。更なるご指導をお願い申し上げます。 

財団奨学 
委員長 1947年（昭和22年）７月４日生 

川辺　清次 

名古屋名南ＲＣ／建設業 
川辺建設株式会社　代表取締役社長 
1991.2 
 
1996～1997 
1997～1998 
1998～1999 
2001～2003 
2003～2005 
2005～2006 
第２回　米山功労者 
マルチプルポールハリスフェロー 

名古屋名南ＲＣ入会 
（チャーターメンバー） 
副幹事 
幹事 
会場監督 
地区財団奨学委員 
地区財団奨学副委員長 
地区財団奨学委員長 

我が奨学委員会も今年で６年目を迎えます。毎年毎年、優秀な若者達と接する
機会があり、日本もまだ捨てたものではない事を確信しています。 
国際親善の名の元に、今年も一人でも多くの若者を海外に派遣したいと思って
います。 

財団学友 
委員長 1949年（昭和24年）５月３日生 

柴田　憲一 

豊橋東ＲＣ／段ボール箱製造 
株式会社柴田段ボール　代表取締役社長 
1990.2 
1996

豊橋南ＲＣ入会 
豊橋東ＲＣ入会（創立） 

ロータリー財団学友会が活発に活動できるような支援体制を確立するとともに、
各ＲＣに帰国奨学生の卓話を斡旋し、財団活動を理解して頂きたい。 

世界社会 
奉仕委員長 1940年（昭和15年）９月11日生 

水谷　金之 

名古屋北ＲＣ／警備保障 
株式会社ユタカ　代表取締役 
1992.7 
1999～2000 
2000～2001 
2001～2002 
2002～2004 
2004～2005 
 
2005～2006

名古屋北ＲＣ入会 
親睦活動委員長 
地区世界社会奉仕委員会委員 
社会奉仕委員長 
地区世界社会奉仕委員会副委員長 
地区世界社会奉仕委員会委員長 
地区国際奉仕委員会委員 
地区世界社会奉仕委員会委員長 
地区国際奉仕委員会委員 
国際奉仕委員長 

世界社会奉仕委員長を仰せつかりました水谷です。微力ですが、第2760地区のＷＣＳ活
動が少しでも活発になります様、地区として皆様のクラブの活動の橋渡し役になれるよう
頑張る覚悟です。また、クラブでのＷＣＳ活動が現在中止になっている所は、是非本年度
より始められます様、宜しくお願い申し上げます。現在地区では、ラオスに対する学校建設
等クラブの皆様の一任になっている貴重な資金を有効にＷＣＳ活動として橋渡しをしてお
ります。本年度もウィリアム（ビル）Ｂ・ボイド国際ロータリー会長の強調事項であります、識
字率向上に合わせ、識字率が大変悪く貧困であるラオス国に対し小学校建設等を計画し、
皆様のご期待に対し、率先して行動する予定です。どうか一年間ご指導ご協力の程、宜し
くお願い申し上げます。 
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研究グループ 
交換委員長 1954年（昭和29年）12月11日生 

矢形　修己 

名古屋北ＲＣ／家庭用電気器具販売 
株式会社ナショナルヤガタ　代表取締役社長 
1997.7 
2001～2002 
2002～2003 
2003～2004 
2004～2005 
2005～2006

名古屋北ＲＣ入会 
地区ＧＳＥ委員（韓国派遣・受入） 
地区ＧＳＥ副委員長（オーストラリア派遣） 
地区ＧＳＥ委員長（オーストラリア受入） 
地区ＧＳＥ委員長（カナダ派遣・受入） 
地区ＧＳＥ委員長（アメリカ・ニュージーランド準備） 

私たち研究グループ交換（ＧＳＥ）委員会は、ロータリアン１名と25歳から40歳までの社会
人４名で約４週間、国を異にする２つの地区でペアを組んで、お互いの文化と職業を交流
する場を提供するロータリー財団の重要な国際交流プログラムです。今回はＲＩ第6170地
区（アメリカ・アーカンソー州）と決定しております。11月４日～12月２日の受入、2007年４
月７日～５月８日の派遣を予定しております。受入、派遣ともに、ロータリアンの皆様のご支
援、ご協力賜りますよう、お願いいたします。 

ポリオプラス 
委員長 1948年（昭和23年）２月15日生 

磯部　茂 

一宮ＲＣ／スーパー銭湯 
磯部株式会社　代表取締役社長 
1994 
1998～1999 
2003～2004 
2004～2005

一宮ＲＣ入会 
一宮ＲＣ幹事 
地区ポリオプラス委員 
地区ポリオプラス副委員長 

「ロータリーこそがポリオ撲滅の核心です」─ユニセフ事務局長、リマ・サラ
博士─（2005年５月11日　ＮＹタイムズ紙） 
本年が記念すべきポリオ撲滅宣言の年になるかもしれません。 
最終の一歩まで力を抜かずに進み続けましょう。 

恒久基金 
委員長 1945年（昭和20年）１月２日生 

朱宮　新治 

犬山ＲＣ／石油製品 
株式会社扶桑石油　代表取締役 
1986.1 
1990～1991 
1992～1993 
1994～1995 
1998～1999 
2001～2002 
2002～2003 
2004～2005 
2004～2006 
ベネファクター 
ポールハリスフェロー 
米山ファンドフェザー 

犬山ＲＣ入会 
国際奉仕委員会委員長 
副幹事 
青少年活動委員会委員長 
親睦活動委員会委員長 
地区ＧＳＥ委員会委員 
幹事 
東尾張分区Ｇ補佐幹事 
地区恒久基金委員会副委員長 

基金を集める活動を行う委員会ですが、恒久基金からの投資収益が増え続ける
財団の国際的プログラムの要求に応えている事をロータリアンに理解してもらい、
積極的に財団寄付に対して協力が得られるような活動を行っていきたい。 

補助金 
委員長 1945年（昭和20年）８月24日生 

高山　光雄 

名古屋空港ＲＣ／弁護士 
高山法律事務所　所長 
1989 
1992～1993 
1993～1994 
1996～1997 
1997～1998 
1998～1999 
1999～2000 
2001～2002 
2002～2003 
2003～2004 
2004～2005 
2005～2006

名古屋空港ＲＣ入会 
広報委員会委員長 
国際委員会理事役員 
親睦委員会理事役員 
選考委員会委員長 
副幹事 
幹事 
会場委員会理事役員 
新世代委員会 
会長エレクト 
会長 
情報委員会理事役員 

本年度ロータリー財団の補助金委員会委員長に就任しました。宜しくお願いします。 
ロータリーの原点は奉仕と親睦であります。地区補助金を活用した各クラブの奉
仕活動はまさにロータリーの原点でありますので、各クラブ初心にかえって検討
して下さい。 

年次寄付 
委員長 1948年（昭和23年）８月４日生 

　川　正敏 

岡崎ＲＣ／平版印刷 
株式会社ヨシノ印刷　代表取締役 
1987.7　　　　岡崎ＲＣ入会 
1993～1994 
1994～1995 
1996～1997 
1997～1998 
2003～2004

出席委員長 
親睦委員長 
社会奉仕委員長 
環境保全委員長 
幹事 

財団委員会は、ロータリークラブで一番重要な委員会であり、年次寄付委員会は、
プログラムを運営する為の原資をお願いする委員会であります。その委員長を
任命されありがたくお受けさせていただきました。ご協力をお願い申し上げます。 

米山奨学 
委員長 1944年（昭和19年）６月５日生 

小山　愼介 

名古屋名南ＲＣ／建築設計 
株式会社アスター開発一級建築士事務所　代表取締役 
1991.2 
1991～1992 
1992～1993 
1993～1994 
1994～1995 
1995～1996 
1997～1998 
1998～1999 
1999～2000 
2004～2005 
2005～2006 
第２回米山功労者　ポールハリスフェロー 

名古屋名南ＲＣ入会（チャーターメンバー） 
青少年活動委員長 
ＳＡＡ委員長 
職業分類委員長 
副幹事 
幹事 
会員増強委員長 
ロータリー財団委員長 
国際奉仕委員長 
副会長 
会長エレクト 

ロータリー米山記念奨学会は、全国ロータリアンの寄付金を財源に、日本の大学・大学院
をはじめとする高等教育機関で学ぶ外国人留学生に対して奨学金を支給しています。ロ
ータリーの理想とする国際理解と相互理解に努め、国際親善と交流を深めるために、優秀
な留学生を支援し、世界平和の創造と維持に貢献することを目的としています。 

米山学友 
委員長 1944年（昭和19年）３月16日生 

大西　弘高 

名古屋東南ＲＣ／特殊空調設備 
株式会社大西熱学　代表取締役副社長 
1988.1 
1991～1992 
1992～1993 
1993～1994 
1994～1995 
1998～1999 
1999～2000 
2002～2003 
2003～2004 
2004～2005

名古屋東南ＲＣ入会 
ＳＡＡ委員長 
副幹事 
幹事 
青少年委員長 
米山記念奨学委員長 
広報委員長 
地区米山学友会副委員長 
地区米山学友会副委員長、会計 
地区米山学友会委員長 

米山学友会の一番の目的は、学友（元米山奨学生）及び現役奨学生がロータリ
アンとの交流を深め、ロータリーの理想とする国際交流、親善及び平和の創造
と維持に貢献することです。その為に、多くのロータリアンと交流が出来るよう、
その機会を企画し、活動していきたいと思います。 

インターネット 
委員長 1951年（昭和26年）10月30日生 

坂本　晃 

名古屋名南ＲＣ／公認会計士 
公認会計士坂本晃事務所　所長 
1991.7 
1993～1994 
1994～1995 
1995～1996 
1996～1997 
1998～1999 
2000～2001 
2001～2002 
2003～2004 
2004～2005 
ポールハリスフェロー 

名古屋名南ＲＣ入会 
会計 
会見監査 
会員選考委員長 
会計 
青少年活動委員長 
広報委員長 
会場運営委員長 
地区インターネット副委員長 
国際奉仕委員長・地区インターネット委員長 
 

今年度で委員長は三期目です。この三年の間に社会のＩＴ化は着 と々進んでいます。これ
に合わせて当地区のＩＴ化も進んでいます。地区内クラブの70％がホームページを開設し
て、広報や会員交流そしてロータリー運営コストの削減にＩＴを有効に使い始めました。 

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 
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２００６－２００７年度 地区役員及び委員会委員
C：カウンセラー ◎：委員長 ○：副委員長 ＊：兼務

ガバナー 斎藤 直美 豊田
ガバナーエレクト 江崎 柳節 小牧
地区幹事 藤井 伸三 豊田
地区副幹事 天野 勝美 豊田

梅村 正明 豊田
秋田 敬治 豊田
鈴木 元弘 豊田
河木 照雄 豊田
松井 勇 豊田
木下 桂一 豊田
酒井 法丈 豊田

地区会計長 伊藤 康司 豊田
地区監事 渡辺 祥二 豊田
地区スタッフ 孕石 邦雄 豊田

鈴木 秀和 豊田
杉浦 毅 豊田
鈴村 幸伸 豊田
松井 博文 豊田
大山 輝美 豊田
杉浦 正明 豊田
中根 冨夫 豊田

ガバナー補佐 （南尾張分区担当） 森島 昭二 半田南
広報

（西尾張分区担当） 山内 登 尾西
ロータリー財団、財団奨学、財団学友、GSE、ポリオプラス
（東尾張分区担当） 江崎 柳節 小牧
クラブ奉仕、ロータリー家族、会員増強

（西名古屋分区担当） 片山 主水 名古屋東南
国際奉仕、青少年交換、世界社会奉仕

（東名古屋分区担当） 千田 毅 名古屋東
米山奨学、米山学友会

（東三河分区担当） 尾原 脩 田原パシフィック
拡大、職業奉仕

（西三河中分区担当） 加藤 鈴幸 豊田西
新世代、IA、RA、ライラ

（西三河分区担当） 羽田 育哉 刈谷
社会奉仕、環境保全、RCC

次期地区幹事 河村 嘉男 小牧
地区諮問委員会 森 泰樹 豊橋

奥谷 博俊 尾張旭
福田 浩三 名古屋空港
田中 徹 半田
盛田 和昭 名古屋
加納 泉 名古屋中
神戸 政治 あま
宮地 信尚 豊川
蜂谷 弘道 名古屋和合
石川 和昌 豊橋
松本 宏 半田
内藤 明人 名古屋西
野村 重彦 刈谷
福田 清成 江南
太田賢太郎 岡崎
岡部 快圓 名古屋大須
豊島 �三 一宮北
大島 宏彦 名古屋
�橋 治朗 名古屋西
斎藤 直美 豊田
江崎 柳節 小牧

地区指名委員会 ◎ 豊島 �三 一宮北
○ 大島 宏彦 名古屋

�橋 治朗 名古屋西
太田賢太郎 岡崎
岡部 快圓 名古屋大須

地区研修リーダー 岡部 快圓 名古屋大須

地区研修委員会 ◎ 岡部 快圓 名古屋大須
（ガバナー補佐） 森島 昭二 半田南
（ガバナー補佐） 山内 登 尾西
（ガバナー補佐） 江崎 柳節 小牧
（ガバナー補佐）○ 片山 主水 名古屋東南
（ガバナー補佐） 千田 毅 名古屋東
（ガバナー補佐） 尾原 脩 田原パシフィック
（ガバナー補佐） 加藤 鈴幸 豊田西
（ガバナー補佐） 羽田 育哉 刈谷

ロータリー情報委員会 ◎ 伴 禎夫 名古屋東南
○ 前田 孝司 刈谷

榊原 肇 半田南
岡田 滋 豊田西

ロータリー情報委員会（つづき） 舟橋 弘 小牧
彦坂 忠男 田原パシフィック
水谷 豊 尾西
真木 昭 名古屋東

地区財務委員会 ◎ 瀧 義孝 一宮北
○ 安藤 重良 名古屋

川島 誠 名古屋西
伊藤 康司 豊田

拡大委員会 Ｃ 岡部 快圓 名古屋大須
Ｃ 豊島 �三 一宮北
Ｃ 大島 宏彦 名古屋
◎ 杉浦 壽康 岡崎
○ 齋藤愼一郎 名古屋守山

松尾 隆徳 春日井
北野 庸夫 あま

クラブ奉仕委員会 ◎ 岡本伊三雄 名古屋守山
○ 宮崎 薫 名古屋東南

水野 聖仁 小牧
渡辺 健壱 名古屋みなと
多田 通夫 豊山―城北
鈴木 敏弘 碧南

＊ 大矢 裕慈 名古屋中
＊ 高井 克憙 名古屋栄
＊ 井上 穂 豊橋ゴールデン

会員増強委員会会 ◎ 菊岡深智子 名古屋名南
○ 松本 順子 半田

木全智枝子 一宮中央
水野 裕善 名古屋西南
谷村 泰裕 豊橋ゴールデン
浅見弥進男 一宮北

（ガバナー補佐幹事） 竹内満寿夫 半田南
（ガバナー補佐幹事） 岩田 勝義 尾西
（ガバナー補佐幹事） 五藤 隆夫 小牧
（ガバナー補佐幹事） 佐久間貞介 名古屋東南
（ガバナー補佐幹事） 本多 満 名古屋東
（ガバナー補佐幹事） 松井 準治 田原パシフィック
（ガバナー補佐幹事） 野田 清衛 豊田西
（ガバナー補佐幹事） 太田宗一郎 刈谷

広報委員会 ◎ 青木 勇作 岡崎
○ 井戸 春幸 豊田西

加藤 厚 名古屋昭和
大橋 完一 春日井
野々垣 敬 名古屋名北
硲 伸夫 豊田西

ロータリー家族委員会 ◎ 大矢 裕慈 名古屋中
○ 高井 克憙 名古屋栄
＊ 岡本伊三雄 名古屋守山
＊ 井上 穂 豊橋ゴールデン
＊ 宮崎 薫 名古屋東南

職業奉仕委員会 ◎ 成田 洋之 名古屋みなと
○ 高畑 皓一 豊橋ゴールデン

河合 勝男 豊橋
岩間 俊夫 名古屋西
深谷 憲夫 知立
山田 善国 小牧
太田 達夫 豊山―城北
小島 清路 名古屋みなと

社会奉仕委員会 ◎ 伊藤 秀雄 名古屋東南
○ 西脇 良一 名古屋名北

大木 健市 豊川宝飯
鳥居 信行 豊川
稲葉 徹 名古屋瑞穂
深田 利幸 豊田東
児島 徳和 名古屋名南
小橋 忠直 名古屋栄

RCC委員会 ◎ 加藤 真治 刈谷
○ 松崎美都子 名古屋守山

永谷 文人 安城
杉江久三郎 常滑
縣 政行 豊橋

環境保全委員会 ◎ 長瀬 諭 名古屋栄
○ 岡本 巧 刈谷

伊藤 一義 豊橋東
服部 滋 名古屋和合
三浦 和人 名古屋名南
藤田 雄三 名古屋中
猪村 正彦 名古屋東
伴 征雄 豊田
松下 洋一 尾張旭
榊原 清則 半田南
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国際奉仕委員会 ◎ 安井 隆豊 名古屋和合
○ 鈴木 吉男 津島

天野 精孝 岡崎南
住田 正夫 名古屋大須
森田 堅一 名古屋清須
立松 悦治 豊山－城北
大萱 義範 名古屋名東
神戸 邦夫 豊橋南
犬飼 芳樹 名古屋東南

＊ 黒田 勝基 高浜
＊ 水谷 金之 名古屋北

青少年交換委員会 ◎ 黒田 勝基 高浜
○ 森 榮 一宮中央

安藤 隆利 名古屋名駅
村瀬 竜雄 東知多
水野 �紹 名古屋北
山本 雅久 豊橋ゴールデン
野村紀代彦 刈谷
鈴木 卓 田原パシフィック
大竹 一義 瀬戸

世界社会奉仕委員会 ◎ 水谷 金之 名古屋北
○ 篭橋 美久 名古屋中

小栗 利朗 半田
山田 静夫 名古屋守山
鈴村與左衛門 あま
山田 守男 豊田東
松岡 一成 江南
児玉 章 岡崎南

新世代委員会 ◎ 加藤 康治 一宮中央
○ 藤井 忠 名古屋清須
○ 遠山 堯郎 名古屋瑞穂

米山 郁生 名古屋名東
前田 佳男 半田
高須 博久 豊橋
�方 茂 名古屋南
中井 民雄 半田南

＊ 沓名 令亨 安城
＊ 服部 良男 岡崎
＊ 熊澤 勝則 尾張中央

インターアクト委員会 ◎ 沓名 令亨 安城
○ 加藤 明宏 名古屋
○ 服部 英男 岡崎南

秋田 敬治 豊田
中杉 和雄 豊川
伊藤 哲朗 津島
小原 睦 岡崎
疋田 淳 豊橋
大河内圭一 一宮北

ローターアクト委員会 ◎ 服部 良男 岡崎
○ 坪井 和義 名古屋和合
○ 冨田 雅則 田原

山川 克彦 名古屋みなと
加藤 辰己 一宮中央
高須 洋志 名古屋瑞穂
小出 三郎 名古屋名北
堀田 能正 豊橋
山田 真 名古屋葵
松井 智義 江南
長尾 浅吉 名古屋名南

ライラ委員会 ◎ 熊澤 勝則 尾張中央
○ 坂田 憲治 名古屋東山

増井 洋生 小牧
中野 雅司 名古屋西南
早川 佳教 知多
齋藤 保夫 西尾KIRARA
谷山 芳和 豊田西
若林 正治 豊橋ゴールデン

ロータリー財団委員会 Ｃ 福田 清成 江南
◎ 深谷 友尋 名古屋みなと
○ 石川 昌和 豊橋南
○ 石田 正城 名古屋北
○ 藤田 守彦 名古屋西南
＊ 川辺 清次 名古屋名南
＊ 柴田 憲一 豊橋東
＊ 矢形 修己 名古屋北
＊ 磯部 茂 一宮
＊ 朱宮 新治 犬山
＊ 高山 光雄 名古屋空港
＊ �川 正敏 岡崎

財団奨学委員会 ◎ 川辺 清次 名古屋名南
○ ミカエル カルマノ 名古屋東

大矢 英憲 名古屋昭和

財団奨学委員会（つづき） 長江 克彦 瀬戸
村上 雅則 豊田
天野 卓 西尾

財団学友委員会 ◎ 柴田 憲一 豊橋東
○ 大嶽 岩雄 安城

久野 完治 知多
福岡 輝夫 豊田中
増田 盛英 名古屋瑞穂

＊ 藤田 守彦 名古屋西南

研究グループ交換委員会 ◎ 矢形 修己 名古屋北
○ 須賀 碩二 豊田西

赤井 俊二 常滑
鳥居 剛育 三河安城
片平 博己 江南
山田 幹夫 あま
西川 博 名古屋西南

ポリオプラス委員会 ◎ 磯部 茂 一宮
○ 近藤 収 名古屋東山

成田幸太郎 稲沢

恒久基金委員会 ◎ 朱宮 新治 犬山
○ 久野 博淳 名古屋東南

高山 景一 豊橋

補助金委員会 ◎ 高山 光雄 名古屋空港
○ 貴田 永克 春日井

杉本 治彦 犬山
平岩 慎次 尾張中央

年次寄付委員会 ◎ �川 正敏 岡崎
○ 加藤 俊二 刈谷

内田 栄一 半田

米山奨学委員会 Ｃ 加納 泉 名古屋中
◎ 小山 愼介 名古屋名南
○ 小野 文憲 岡崎東

藤本 博之 名古屋西
竹田 潔 あま
杉浦 正典 豊田
中島 実 名古屋北

米山学友委員会 ◎ 大西 弘高 名古屋東南
○ 竹内 一郎 刈谷

鈴木 茂久 豊橋北
伊藤 敦夫 豊田中
鎌田 芳彰 一宮

インターネット委員会 ◎ 坂本 晃 名古屋名南
○ 杉浦 令淑 名古屋大須

山口 誠一 東知多
伊藤 靖祐 江南
尾関 和成 名古屋和合
磯貝 廣冶 安城
早川 幹男 岡崎南
安藤 克彦 豊橋
鈴村 幸伸 豊田

地区大会企画委員会 ◎ 斎藤 直美 豊田
大島 宏彦 名古屋
�橋 治朗 名古屋西
江崎 柳節 小牧
藤井 伸三 豊田
河村 嘉男 小牧
中根 鍵治 豊田西
小幡 輝雄 豊田西
一柳 � 名古屋中
大井 欽史 名古屋中
伊藤 鶴� 江南
滝 勝夫 江南

ガバナー事務所分室運営委員会 ◎ 藤井 伸三 豊田
○ 川島 誠 名古屋西
○ 河村 嘉男 小牧
小山 愼介 名古屋名南
藤田 守彦 名古屋西南

米山記念奨学会 理事 加納 泉 名古屋中
評議委員 �橋 治朗 名古屋西
評議委員 斎藤 直美 豊田
評議委員 江崎 柳節 小牧

ロータリーの友地区委員 松前 憲典 一宮中央

オンツーソルトレイク 江崎 柳節 小牧

ＲＪＷ地区委員 浅野 彰 名古屋大須

地区ローターアクト代表 稲垣 剛 岡崎

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 
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■２７６０地区 ２００６－２００７年度 斎藤直美ガバナー 挨拶 �������������������������������

地区チーム研修セミナーは、２７６０地区のリーダーの皆さまに地区方針について議論して頂く会議と心得ており

ます。この会議はガバナーがガバナー補佐に地区の実務を託すために開催するものと考えます。

この会議の後に開催予定の会長エレクト研修セミナー（ＰＥＴＳ）は、ロータリーのジェネラリストであるガ

バナー補佐が中心になり２７６０地区の各クラブの運営を会長に託していく会議と考えます。そして、本日の会議に

ご出席いただいている地区委員長はロータリーのスペシャリストです。スペシャリストの委員長が中心になり開

催される会議が地区協議会と考えます。こうした会議をへて２７６０地区の新しい年度がスタートしてまいります。

それでは、まず今年の国際協議会の報告をさせて頂きます。

会場を従来のアナハイムからサンディエゴに移して２月１６日～２月２３日の間、開催されました。大会初日ウィ

リアム・ビル・ボイドＲＩ会長エレクトは「Lead the Way」＝「率先しよう」というテーマを発表され、同時

に４つの強調事項 ①水保全 ②飢餓と健康 ③識字率の向上 ④ロータリー家族 を提示されました。

皆様にお伝えしなければならないことをまとめますと、

①世界５３０番目の地区、ロシアが誕生（ガバナーは３９歳）。 北京、上海でも計画中

②ＲＩ２００６－２００７年度内にポリオ撲滅宣言が出されそうだが……果たして？

③「毎年あなたも１００ドルを！」続けてください。

④ＧＳＥの相手地区は６１７０地区（米・アーカンソーシティ）と決まりました。

⑤ＣＬＰを推進 後程、岡部研修リーダーより説明させて頂きます。

⑥２００７年４月シカゴで開催される規定審議会において「四大奉仕部門を定款に組みいれる件」が審議される

予定。

⑦青少年交換プログラムを行うには、青少年を守るためのマニュアル作成が急がれる。

以上の国際協議会での研修をさせて頂き、２７６０地区の２００６－２００７年度の地区方針を提案させて頂きます。

１．クラブ奉仕に徹しよう 貴方は例会を楽しくするために何を心がけていますか

２．ロータリー財団・米山記念奨学会への協力 貴方は社会奉仕、国際奉仕に参加していますか

３．ロータリーを学ぼう 貴方も、もう一度ロータリーの本を開いてください

ここにご出席の皆さまは２７６０地区ロータリーのチームです。

皆さまと共に２７６０地区のロータリーを運営して参りたいと考えております。

２００６－２００７年度地区チーム研修セミナーが、�橋治朗ガバナー、斎藤直美ガバナー
エレクト、江崎柳節ガバナーノミニー、岡部快圓次期地区研修リーダー、次期地区委
員長、スタッフ総勢６０名の出席のもと開催されました。
斎藤ガバナーエレクトより、サンディエゴでの国際協議会のご報告と次年度ＲＩテ
ーマ［Lead the Way］「率先しよう」についての説明、それに基づき以下３つの２７６０
地区方針が提示されました。

日時：２００６年３月１１日（土）
会場：ウェスティンナゴヤキャッスル

●●● 地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区チチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーームムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムム研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修セセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告 ●●●
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効果的なクラブ

会員基盤を
維持し、増加
させる

成果のある
奉仕プロジェ
クトを
実施する

ロータリー
財団を
支援する

クラブ・レベ
ルを超えた
指導者を
育成する

クラブ・リーダーシップ・プラン
四大奉仕部門

■ 岡部次期地区研修リーダーよりＣＬＰについての説明 �������������������������������

クラブ・リーダーシップ・プランは、奉仕の第二世紀においてロータリーが安定、成長、成功を遂げるために

極めて重要です。クラブ・リーダーシップ・プランは、成果を上げているロータリー・クラブの慣習に基づいて

います。その目的は、効果的なクラブの管理の枠組みを提供することにより、クラブのレベルでロータリーの強

化を図ることです。クラブ・リーダーシップ・プランは、地区リーダーシップ・プランを延長し、クラブのレベ

ルに応用したものです。

●クラブ・リーダーシップ・プランは、目標設定（長期

および年次）やプロジェクト管理において、指導者間

の継続性と一貫性を培います。

●クラブ・リーダーシップ・プランには、クラブ常任委

員会の簡潔なリストが含まれ、これらの委員会は相当

する地区委員会により支援されます。

●クラブ・リーダーシップ・プランは、２００４年１１月にＲ

Ｉ理事会によって承認された、改訂版推奨ロータリー

・クラブ細則に反映されています。

●クラブは、いつでもクラブ・リーダーシップ・プラン

の施行を選択することができます。

このプランは義務づけられているわけではありません。すべてのクラブはこれを検討するものとされます。ク

ラブ・リーダーシップ・プランは、特に新クラブや人数の少ないクラブに推奨されています。

クラブ・リーダーシップ・プランについては、１１月に予定されている地区大会においてセミナーの開催を検討

しております。

プ ロ グ ラ ム
１５：３０～ 開会の言葉

出席者紹介

ガバナー挨拶

ガバナーエレクト挨拶

委員会リーダーシップについて

１６：４５～ 議 題

１．次期地区予算案について

２．委員会開催のご案内について

３．各委員会活動報告及び活動費の請求について

４．各委員会とガバナー事務所メンバーの連携について

５．各委員会とガバナー事務所の事務分担について

６．地区委員会・各種委員長会議・委員会主催行事への地区役員（ガバ

ナー・カウンセラー・PDG・ガバナー補佐・地区幹事・担当副幹事）

の出席について

７．ガバナー事務所分室について

８．地区協議会及び地区大会について

９．ガバナー月信について

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 
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日時：２００６年３月１９日（日）
場所：ウェスティンナゴヤキャッスル

●●●会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長エエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレククククククククククククククククククククククククトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・幹幹幹幹幹幹幹幹幹幹幹幹幹幹幹幹幹幹幹幹幹幹幹幹事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修セセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告［［［［［［［［［［［［［［［［［［［［［［［［ＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＳＳＳＳＳＳＳＳＳＳＳＳＳＳＳＳＳＳＳＳＳＳＳＳ］］］］］］］］］］］］］］］］］］］］］］］］●●●
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２００５年－２００６年RI 第２７６０地区協議会は、２００６年

４月１６日ウェスティンナゴヤキャッスルにおいて

名古屋名北RCのホストにより約２０００名の出席者を

迎えて盛大に開催されました。

本協議会は次年度各クラブが事業計画を立てる

に当たり、RI 及び地区がどのような考え方をして

いるか、またどのような要請を各クラブに対し行

っているか、また地区として各クラブに対しどの

ような援助を行うことができるかをお知らせする

重要な会議であります。

会議は午前１０時、２００６－２００７年度斎藤ガバナー

の点鍾により開始され、本年度�橋ガバナーの御
挨拶に続き次年度斎藤ガバナーから午前中の主要議題である次年度RI テーマ及び地区方針についての熱い思い

が語られました。 ２００６－２００７年度RI テーマは「Lead the way」

＝「率先しよう」、地区方針は「原点回帰」であり、「愛・地球博」

終了という大きな節目を迎えた以後のロータリー活動についてク

ラブ奉仕の徹底等、地区として目指している方向性及びその具体

的な方法としてのＩＭの再開、地区研修委員会、地区ロータリー

情報委員会の新設について説明されました。

午後は分科会に分かれて各委員会別に会議が開催されました。

本年は地区として２委員会が新設されたこともあり、１０分科会が

開催され、真剣な討議がなされました。本会議の後半では、�橋
ガバナーから斎藤ガバナーエレクトにガバナーズ・クラブバナーの引継ぎセレモニーも開催されました。

会場の都合上、各分科会におきましては充分なスペースを確保することができず、この場を借りてお詫び申し

上げます。出席いただいたロータリアンは窮屈な思いをされたにもかかわらず、活発に意見交換をしていただき、

次年度に向けての熱意が感じられる会議となりました。

最後に�橋ガバナーによる講評が行われ、長い１日が終了しました。長時間にわたる会議にもかかわらず熱心
に討議いただいたロ－タリアン各位の熱意と、ホストクラブである名古屋名北RCの奉仕に感謝いたします。

日 時：２００６年４月１６日（日）
場 所：ウェスティンナゴヤキャッスル

●● ● 地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地 区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区 協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協 議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議 会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報 告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告 ● ●●

次期地区副幹事

梅村 正明

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 
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２００６～２００７年度 地区資金予算書
≪一般会計の部≫
収入の部
科目 ２００５～２００６年度予算 ２００６～２００７年度予算 備 考
前年度繰越金 １７，０００，０００ １８，０００，０００ 注１
地区資金前期 ２１，６００，０００ ２６，０００，０００

注２（Ａ）
地区資金後期 ２１，６００，０００ ２０，８００，０００
雑収入 ２０，０００ ２０，０００
合計 ６０，２２０，０００ ６４，８２０，０００

支出の部
科目 ２００５～２００６年度予算 ２００６～２００７年度予算 備 考
国際ロータリー行事費 １，３００，０００ １，３００，０００
ガバナー国際協議会出席補助金 １，０００，０００ １，０００，０００
RI 規定審議会出席補助金 ３００，０００ ３００，０００ 注３
地区行事費 ２，６００，０００ ７，２００，０００
地区大会費 １，０００，０００ ４，０００，０００
地区協議会 １，０００，０００ １，０００，０００
IM費 ０ １，６００，０００ 注４
会長エレクト研修セミナー ６００，０００ ６００，０００
地区運営費 ２７，２００，０００ ２７，１６０，０００
ガバナー会議等出席補助金 １，８００，０００ １，８００，０００
ガバナー会運営協力金 １，０８０，０００ １，０４０，０００ ２００円（一人当たり）
ロータリー文庫運営協力金 １，６２０，０００ １，５６０，０００ ３００円（一人当たり）
ガバナー事務所運営費 ８，０００，０００ ８，０００，０００
ガバナー事務所分室補助金 ８，０００，０００ ８，０００，０００
ガバナーエレクト事務所補助金 ３，０００，０００ ３，０００，０００
地区会計費 １００，０００ １００，０００
地区幹事費 １００，０００ １００，０００
ガバナー補佐費 ２，８８０，０００ ２，９１０，０００ 注５
特別代表費 ３００，０００ ３００，０００
記念品費 ３２０，０００ ３５０，０００
地区委員会費 ７，１２０，０００ ７，４２０，０００
地区諮問委員会費 １，０００，０００ １，０００，０００
地区指名委員会費 ５０，０００ ５０，０００
地区財務委員会費 ５０，０００ ５０，０００
地区研修委員会費 ０ ２００，０００ 新設委員会
ロータリー情報委員会費 ０ １００，０００ 新設委員会
拡大委員会費 １５０，０００ １５０，０００
クラブ奉仕委員会費 ２００，０００ ２００，０００
会員増強委員会費 ２００，０００ ２００，０００
広報委員会費 ５０，０００ ５０，０００
職業奉仕委員会費 ２５０，０００ ２５０，０００
社会奉仕委員会費 １００，０００ １００，０００
RCC委員会費 ３００，０００ ３００，０００
環境保全委員会費 ５００，０００ ５００，０００
国際奉仕委員会費 ３００，０００ ３００，０００
青少年交換委員会費 ２００，０００ ２００，０００
世界社会奉仕委員会費 ３００，０００ ３００，０００
新世代委員会費
（インターアクト・ローターアクト・ライラ 含） １，１００，０００ １，１００，０００
ロータリー財団委員会費 ３００，０００ ３００，０００
補助金委員会費 ５０，０００ ５０，０００
年次寄付委員会費 １５０，０００ １５０，０００
財団奨学委員会費 ２５０，０００ ２５０，０００
財団学友委員会費 ２００，０００ ２００，０００
恒久基金委員会費 ７０，０００ ７０，０００
研究グループ交換委員会費 ３００，０００ ３００，０００
ポリオプラス委員会費 ５０，０００ ５０，０００
米山奨学委員会費（米山学友会含） ８００，０００ ８００，０００
インターネット委員会費 ２００，０００ ２００，０００
特別活動事業費 ５，０００，０００ ４，０００，０００ 注６
雑費 ０ ５００，０００
予備費 １７，０００，０００ １７，２４０，０００
合計 ６０，２２０，０００ ６４，８２０，０００

注１：前年度繰越金は前年度決算が確定前であるため、過去の決算を勘案し推定額を計上しました。
注２：一人あたり９，０００円（前期５，０００円、後期４，０００円）（Ａ）

現在の会員数状況を勘案した上で見積もり 前期５，２００人、後期５，２００人としました。
注３：ＲＩ規定審議会出席補助金は３年ごとに開かれる同会議の出席に備えるものであり、特別会計（積立金）に拠出します。
注４：ＩＭ費は分区あたり、２００，０００円としました。
注５：ガバナー補佐費は、ガバナー補佐の活動費に当てるものであり、分区あたり基本額６０，０００円、１クラブあたり３０，０００円としました。
注６：特別活動費には特別会計（事業費）拠出金 ３，１２０，０００円を含んでいます。
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≪特別会計の部≫

地区大会協力金
２００５～２００６年度予算 ２００６～２００７年度予算 備 考

収入

繰越金 ０ ０
協力費 ２７，０００，０００ ２６，０００，０００ ５，０００円×５，２００人（Ｂ）
繰入金
合計 ２７，０００，０００ ２６，０００，０００

支出
補助金 ２７，０００，０００ ２６，０００，０００
次期繰越金
合計 ２７，０００，０００ ２６，０００，０００

事業費
２００５～２００６年度予算 ２００６～２００７年度予算 備 考

収入

繰越金 ０ ０
地区事業費 ２５，９２０，０００ ２４，９６０，０００ ４，８００円×５，２００人（Ｃ）
繰入金 ３，２４０，０００ ３，１２０，０００ 一般会計より６００円×５，２００人
合計 ２９，１６０，０００ ２８，０８０，０００

支出

青少年交換事業資金 １１，３４０，０００ １０，９２０，０００ ２，１００円×５，２００人
青少年活動事業資金 １３，５００，０００ １３，０００，０００ ２，５００円×５，２００人
ポリオプラス活動支援金 １，６２０，０００ １，５６０，０００ ３００円×５，２００人
研究グループ交換協力金 ２，７００，０００ ２，６００，０００ ５００円×５，２００人
次期繰越金 ０ ０
合計 ２９，１６０，０００ ２８，０８０，０００

積立金
１．RI 規定審議会補助金積立金 ２００５～２００６年度予算 ２００６～２００７年度予算 備 考

収入

繰越金 ３００，０００ ６００，０００
積立金 ０ ０
繰入金 ３００，０００ ３００，０００
合計 ６００，０００ ９００，０００

支出
送金 ０ ０
次期繰越金 ６００，０００ ９００，０００
合計 ６００，０００ ９００，０００

２．２００５年国際博覧会協力金 ２００５～２００６年度予算 ２００６～２００７年度予算 備 考

収入

繰越金 ０ ０
協力費 ２７，０００，０００ ０
繰入金 ０ ０
合計 ２７，０００，０００ ０

支出
活動費 ２７，０００，０００ ０
次期繰越金 ０ ０
合計 ２７，０００，０００ ０

３．特別事業基金 ２００５～２００６年度予算 ２００６～２００７年度予算 備 考

収入

繰越金 １０，０００，０００ １０，０００，０００
積立金 ０ ０
繰入金 ０ ０
合計 １０，０００，０００ １０，０００，０００

支出
活動費 ０ ０
次期繰越金 １０，０００，０００ １０，０００，０００
合計 １０，０００，０００ １０，０００，０００

ガバナー月信配信料 ３，０００円（Ｄ）
会員一人当たり年間負担金（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）＋（Ｄ）＝２１，８００円
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ガバナー公式訪問日程表（2006年） 
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７
月 

８
月 

９
月 

10
月 

11
月 

◎名古屋中 

◎犬　山 
　小　牧 

　名古屋守山 
◎名古屋名北 

◎名古屋 名古屋西 
◎名古屋名駅 

◎豊　橋 

　瀬　　　戸 
◎愛知長久手 

◎岡　崎 
　岡崎東 

◎半　田 ◎名古屋北 
　名古屋錦 
　名古屋葵 

　豊　川 
◎新　城 
　奥三河 

　安　　城 
◎三河安城 

　豊橋ゴールデン 
◎豊　　橋　　東 

◎名古屋大須 
　名古屋栄　 

　東　海 
◎大　府 

◎碧　南 
　一　色 

　春　日　井 
◎豊山－城北 

　蒲　　郡 
◎豊川宝飯 

◎名古屋空港 

　豊橋北 
◎豊橋南 

◎名古屋東　 
　名古屋東山 

◎刈　谷 

　豊田西　 
◎豊田三好 

　名古屋名東 
◎名古屋千種 

◎岡崎南　 
　岡崎城南 

◎西　　　　　　尾 
　西尾ＫＩＲＡＲＡ 

　田　　　　　　原 
◎田原パシフィック 

◎豊田東 
　豊田中 

　名古屋清須 
◎尾張中央 

◎名古屋和合 
　名古屋昭和 

◎知　立 
　高　浜 

◎渥　美 

◎名古屋南　 
　名古屋東南 

　半田南 
◎東知多 

◎名古屋瑞穂 
　名古屋名南 

◎豊　田 

◎常　滑 
　知　多 

◎名古屋みなと 
名古屋西南 

◎一宮北　 
　一宮中央 

◎尾張旭 
　瀬戸北 

◎津　島 
　稲　沢 

地区大会 

　江　南 
◎岩　倉 

◎あ　ま 

南尾張分区 
西尾張分区 
東尾張分区 

西名古屋分区 
東名古屋分区 

東三河分区 
西三河中分区 
西三河分区 

◎一　宮 
　尾　西 
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地区主要行事日程
諸会議及び日程

開催日 曜日 時間 会 合 名 開催場所・備考

２００６年 ７月 ７日 金 未定 第１回ガバナー補佐会議 ホテル豊田キャッスル

７月 ８日 土 １１：００ 第１回地区諮問委員会 名鉄グランドホテル

９月 ２日 土 １１：００ 第２回地区諮問委員会 名鉄グランドホテル

９月 ３０日 土 １２：００～１７：００ 東尾張分区 I.M 名鉄犬山ホテル

１１月 １８日 土 １１：００ 第３回地区諮問委員会 ウェスティンナゴヤキャッスル

１１月 １８日
～ １９日

土
未定 地区大会 ウェスティンナゴヤキャッスル

日

２００７年 １月 ２０日 土 １１：００ 第４回地区諮問委員会 名鉄グランドホテル

２月 ４日 日 未定 西尾張分区 I.M 名鉄グランドホテル

２月 ５日 月 未定 東名古屋分区 I.M ウェスティンナゴヤキャッスル

２月 ７日 水 未定 西名古屋分区 I.M 名古屋マリオットアソシアホテル

２月 １０日 土 未定 南尾張分区 I.M ウェスティンナゴヤキャッスル

３月 ３日 土 未定 西三河中分区 I.M 名鉄トヨタホテル／ホテル豊田キャッスル

３月 １０日 土 未定 次年度「地区チーム研修セミナー」 ウェスティンナゴヤキャッスル

３月 １７日 土 未定 ２００７～２００８年度会長エレクト研修セミナー ウェスティンナゴヤキャッスル

３月 １７日 土 未定 西三河分区 I.M 知立セントピアホテル

３月 １８日 日 未定 東三河分区 I.M 未定

３月 ２４日 土 未定 地区協議会（の為の）指導者会議 ウェスティンナゴヤキャッスル

４月 ７日 土 １１：００ 第５回地区諮問委員会 ウェスティンナゴヤキャッスル

４月 ７日 土 未定 第１回指名委員会 未定

４月 ２２日
～ ２８日

日
未定 規定審議会 シカゴ

土

５月 ６日 日 未定 ２００７～２００８年度地区協議会 ウェスティンナゴヤキャッスル

５月 １０日 木 未定 第２回ガバナー補佐会議 未定

６月 ９日 土 １６：００ 第６回諮問委員会 名鉄グランドホテル

６月 ９日 土 １８：００ 地区役員・会長懇親会 名鉄グランドホテル

６月 １７日
～ ２０日

日
未定 ＲＩ国際大会 アメリカ・ソルトレイク

水

地区委員会・各クラブ委員長会議等主要日程
地区委員会

開催日 曜日 会 合 名 開 催 場 所 時 間

２００６年 ７月 第３回W.C.S 委員会（視察下打合せ会） 未定 未定

７月 第１回補助金委員会 未定 未定

７月 ４日 火 第１回ロータリー家族委員会 ガバナー分室 会議室 １５：３０～１６：３０

７月 ４日 火 第１回地区クラブ奉仕委員会 ガバナー分室 会議室 １３：３０～１５：３０

７月 ４日 火 第１回新世代委員会 ガバナー分室 会議室 １６：３０～１７：３０

７月 ５日 水 第２回国際奉仕委員会 未定 １５：００～

７月 ６日 木 第１回地区米山奨学・学友合同委員会 ガバナー分室 会議室 １５：００～１６：３０

７月 ６日 木 第１回社会奉仕委員会 桜ヒルズ１Ｆ センターオフィス会議室 １５：００～１７：００

７月 ７日 金
第１回ロータリー財団委員会
（財団委員会および財団７委員会「合同委員会」）

名鉄ニューグランドホテル「扇の間」 １７：００～１９：３０

７月 ７日 金 第１回RCC委員会 名鉄グランドホテル １２：００～１４：００

７月 ７日 金 第４回地区研修委員会 ホテル豊田キャッスル 未定

７月 １１日 火 第３回会員増強委員会 ガバナー分室 会議室 １４：００～１６：００

７月 １２日 水 第１回ライラ委員会 名鉄グランドホテル １３：４５～

７月 １２日 水 第１回拡大委員会 ガバナー分室 会議室 １４：３０～１６：００

７月 １８日 火 第１回広報委員会 ガバナー事務所 会議室 １４：００～１５：３０

７月 １９日 水 第１回インターネット委員会 ガバナー分室 会議室 １４：３０～１６：００

７月 ２２日 土 第７回GSE委員会 神戸屋 未定

７月 ２５日 火 第２回職業奉仕委員会 名鉄グランドホテル １４：００～１６：００

７月 ２９日 土 第１回ロータリー情報委員会 名古屋マリオットアソシアホテル １３：００～

８月 第２回補助金委員会 未定 未定

８月 第２回恒久基金委員会 未定 未定

８月 １０日 木 第２回社会奉仕委員会 桜ヒルズ１Ｆ センターオフィス会議室 １５：００～１７：００

８月 １７日 木 第２回地区米山奨学・学友合同委員会 ガバナー分室 会議室 １５：００～１６：３０

８月 １９日 土 第８回GSE委員会 神戸屋 未定

８月 ２２日 火 第２回新世代委員会 ガバナー分室 会議室 １４：００～１６：００

８月 ２４日 木 第１回環境保全委員会 名古屋クレストンホテル １７：００～１８：３０

９月 第４回W.C.S 委員会 未定 未定

９月 第３回補助金委員会 未定 未定

９月 １日 金 第３回職業奉仕委員会 名鉄グランドホテル １４：００～１６：００

９月 ５日 火 第３回新世代委員会 キャッスルプラザホテル １３：３０～１４：３０

９月 ５日 火 第２回ローターアクト委員会 ホテルキャッスルプラザ 未定

９月 １３日 水 第２回インターネット委員会 ガバナー分室 会議室 １４：３０～１６：００

９月 １４日 木 第３回地区米山奨学・学友合同委員会 ガバナー分室 会議室 １５：００～１６：３０

９月 １６日 土 第２回ロータリー情報委員会 名古屋マリオットアソシアホテル １３：００～

９月 １９日 火 第２回広報委員会 ガバナー事務所 会議室 １４：００～１５：３０

９月 ２２日 金 第９回GSE委員会 神戸屋 未定

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 
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地区内クラブ委員長会議
開催日 曜日 会 合 名 開 催 場 所 時 間

２００６年 ７月 ２１日 金 第１回地区内クラブ国際奉仕委員長会議 ウェスティンナゴヤキャッスル １５：００～

７月 ２９日 土 地区内クラブロータリー情報委員長会議 名古屋マリオットアソシアホテル １５：００～

８月 ２日 水 地区内クラブ会員増強委員長会議 名鉄グランドホテル １０：３０～１５：３０

８月 ２４日 木 地区内クラブ米山奨学委員長会議 ホテルキャッスルプラザ １５：００～１９：００

８月 ２５日 金 地区内クラブ職業奉仕委員長会議 名鉄ニューグランドホテル １１：３０～１６：３０

９月 １日 金 地区内クラブ奉仕委員長会議 名鉄ニューグランドホテル １３：００～１６：００

９月 ５日 火 第１回地区内クラブ新世代委員長会議 キャッスルプラザホテル １５：００～１９：３０

９月 １４日 木 地区内クラブ社会奉仕委員長会議 ホテルキャッスルプラザ １２：３０～１４：３０

９月 ２６日 火 地区内クラブ広報（・雑誌）委員長会議 名鉄グランドホテル １４：００～１６：３０

９月 ２８日 木 第１回地区内クラブ環境保全委員長会議 名古屋クレストンホテル １２：００～１５：３０

１０月 ２０日 金 地区内クラブロータリー財団委員長会議 名鉄グランドホテル １５：００～１９：００

２００７年 ３月 ２４日 土 第２回地区内クラブ新世代委員長会議 サンパレア瀬戸 未定

４月 ２４日 火 第２回地区内クラブ国際奉仕委員長会議 ウェスティンナゴヤキャッスル １５：００～

５月 ２４日 木 第２回地区内クラブ環境保全委員長会議 名古屋クレストンホテル １２：００～１５：３０

開催日 曜日 会 合 名 開 催 場 所 時 間

２００６年 ９月 ２９日 金 第２回RCC委員会 名鉄グランドホテル １２：００～１４：００

９月 ３０日 土 第１０回GSE委員会 神戸屋 未定

１０月 第４回補助金委員会 未定 未定

１０月 第４回新世代委員会 未定 未定

１０月 ６日 金
第２回ロータリー財団委員会
（財団委員会および財団７委員会正・副委員長会議）

ガバナー分室 会議室 未定

１０月 １３日 金 第１回インターアクト委員会 ガバナー分室 会議室 １３：００～１５：００

１０月 １４日 土 第１１回GSE委員会 未定 未定

１０月 ２５日 水 第３回インターネット委員会 ガバナー分室 会議室 １４：３０～１６：００

１０月 ２６日 木 第１２回GSE委員会 神戸屋 未定

１１月 ８日 水 第２回ライラ委員会 名鉄グランドホテル １３：４５～

１１月 ８日 水 第２回拡大委員会 ガバナー分室 会議室 １４：３０～１６：００

１１月 ９日 木 第４回地区米山奨学・学友合同委員会 ガバナー分室 会議室 １５：００～１６：３０

１１月 １２日 日 第３回ローターアクト委員会 未定 未定

１１月 １６日 木 第２回環境保全委員会 名古屋クレストンホテル １７：００～１８：３０

１１月 ２１日 火 第３回広報委員会 ガバナー事務所 会議室 １４：００～１５：３０

１２月 ４日 月 第１回財団奨学委員会 未定 １８：３０～

１２月 ９日 土 第１３回GSE委員会 神戸屋 未定

１２月 １４日 木 第３回社会奉仕委員会 桜ヒルズ１Ｆ センターオフィス会議室 １６：００～１８：００

２００７年 １月 第２回ロータリー家族委員会 未定 未定

１月 第３回恒久基金委員会 未定 未定

１月 ６日 土 第１４回GSE委員会 神戸屋 未定

１月 １６日 火 第４回広報委員会 ガバナー事務所 会議室 １４：００～１５：３０

１月 １８日 木 第３回環境保全委員会 名古屋クレストンホテル １７：００～１８：３０

１月 １９日 金 第２回インターアクト委員会 ガバナー分室 会議室 １３：００～１５：００

１月 ２７日 土 第１５回GSE委員会 神戸屋 未定

２月 ６日 火 第５回新世代委員会 ガバナー分室 会議室 １４：００～１６：００

２月 ７日 水 第４回インターネット委員会 ガバナー分室 会議室 １４：３０～１６：００

２月 １４日 水 第３回拡大委員会 ガバナー分室 会議室 １４：３０～１６：００

２月 １５日 木 第４回社会奉仕委員会 桜ヒルズ１Ｆ センターオフィス会議室 １５：００～１７：００

２月 １７日 土 第１６回GSE委員会 神戸屋 未定

２月 １８日 日 第３回ライラ委員会 サンパレア瀬戸 １３：３０～

２月 ２１日 水 第３回国際奉仕委員会 未定 １５：００～

２月 ２５日 日
第３回ロータリー財団委員会
（財団委員会および財団７委員会正・副委員長会議）

名鉄ニューグランドホテル「扇の間」 １１：００～１３：００

３月 第５回W.C.S 委員会 未定 未定

３月 ３日 土 第１７回GSE委員会 神戸屋 未定

３月 ２０日 火 第５回広報委員会 ガバナー事務所 会議室 １４：００～１５：３０

３月 ２４日 土 第１８回GSE委員会 神戸屋 未定

３月 ２４日 土 第６回新世代委員会 サンパレア瀬戸 １５：００～１７：３０

４月 第６回W.C.S 委員会（視察報告会） 未定 未定

４月 第４回恒久基金委員会 未定 未定

４月 ５日 木 第５回地区米山奨学・学友合同委員会 ガバナー分室 会議室 １５：００～１６：３０

４月 １６日 月 第５回社会奉仕委員会 桜ヒルズ１Ｆ センターオフィス会議室 １５：００～１７：００

４月 １９日 木 第４回環境保全委員会 名古屋クレストンホテル １７：００～１８：３０

５月 １０日 木 第５回地区研修委員会 未定 未定

５月 １２日 土 第４回ローターアクト委員会 未定 未定

５月 中旬 第５回インターネット委員会 ガバナー分室 会議室 １４：３０～１６：００

５月 ２２日 火 第６回広報委員会 ガバナー事務所 会議室 １４：００～１５：３０

６月 ６日 水 第４回職業奉仕委員会 木曽路 １６：００～１８：００

６月 １３日 水 第４回拡大委員会 ガバナー分室 会議室 １４：３０～１６：００

６月 １６日 金
第４回ロータリー財団委員会
（財団委員会および財団７委員会「合同委員会」）

未定 １７：３０～１９：３０

６月 ２０日 水 新旧国際奉仕関連委員会懇親会 未定 １６：００～

６月 ２１日 木 第５回環境保全委員会 名古屋クレストンホテル １７：００～１８：３０

６月 ２２日 金 第２回財団奨学委員会 未定 １８：３０～

未定 第１９回GSE委員会 神戸屋 未定

未定 第２０回GSE委員会 神戸屋 未定
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委員会主要行事
開催日 曜日 会 合 名 開 催 場 所 時 間

２００６年 ７月 １日 土 夏受入説明会（ホストRC、ホスト F） ウィル愛知 １３：００～１４：５０

７月 ８日
～７月 ９日

土
日 インターアクトクラブ第１９回海外派遣研修 事前研修会（Ⅱ） 大府市勤労文化会館 １３：００�～１２：００�

７月 １７日 月 第１７回インターアクトクラブ協議会 豊田市民文化会館 ９：００～１５：００

７月 ２０日
～７月 ２９日

木
土 第１９回インターアクトクラブ海外派遣研修 オーストラリア、メルボルン 未定

７月 ３０日 日 ２００７～０８年度財団奨学生「ガイダンス」 名鉄ニューグランドホテル １３：３０～１６：００

８月 ４日 金 地区R財団セミナー
（各RC会長・会長エレクト・財団委員長） 名鉄グランドホテル「柏の間」 １２：３０～１７：００

８月 ５日 土 ２００８～０９年度派遣学生用 選考会 ウィル愛知 １３：００～１７：００

８月 １９日 土 インターアクトクラブ海外派遣研修 反省会 名古屋ＹＭＣＡ １３：００～１７：００

８月 １９日 土 ２００４～０５年度派遣学生の帰国報告会 未定 １４：００～１７：００

１１月 １８日 土 インターアクトクラブ次期役員 委員長研修会 名古屋ＹＭＣＡ １３：００～１７：００

１２月 ２３日 土 米山奨学生・学友忘年会、第２回米山学友役員会 ホテルキャッスルプラザ １６：００～１９：００

１２月 中旬 来日学生交流会 東京方面 １泊

２００７年 １月 １３日 土 冬春受入説明会（ホストRC、ホスト F) ウィル愛知 １３：００～１４：５０

２月 １７日 土 インターアクトクラブ第１２回顧問・委員長会議 名古屋ＹＭＣＡ １３：００～１５：００

２月 ２５日 日 ２００７～０８年度財団奨学生「オリエンテーション」 名鉄ニューグランドホテル １３：３０～１５：３０

３月 ３日 土 米山奨学期間終了者歓送会・指導者教員感謝の会 ホテルキャッスルプラザ １６：００～１９：００

３月 中旬 ローターアクト海外研修 未定 未定

３月 ２４日
～３月 ２５日

土
日 ライラセミナー サンパレア瀬戸 １２：００～

４月 １３日 金 現・次年度ロータリー財団委員会
（財団委員会および財団７委員会正・副委員長会議） 名鉄グランドホテル １８：００～

５月 １０日 木 ２００７年度カウンセラー研修会
２００７年度奨学生のオリエンテーション ホテルキャッスルプラザ １３：００～１５：００

１５：３０～１７：００

５月 １２日
～５月 １３日

土
日 ローターアクト年次大会 未定 未定

５月 ２０日 日 インターアクトクラブ海外研修説明会 名古屋ＹＭＣＡ １３：００～１５：００

６月 ９日
～６月 １０日

土
日 インターアクトクラブ第２０回海外派遣研修 事前研修会（Ⅰ） 大府市勤労文化会館 １３：００�～１２：００�

６月 １０日 日 学友会総会、２００７～０８年度財団奨学生壮行会 名鉄ニューグランドホテル １１：００～１５：００

６月 ２３日
～６月 ２４日

土
日 ローターアクト指導者研修会 未定 未定

未定 アジア第１－４ゾーン「地域R財団セミナー」 未定 未定

式典及び記念行事
開催日 曜日 クラブ名 式典及び記念行事名 場 所

２００６年 １１月 ３日 金 犬山ＲＣ 創立４５周年記念式典 名鉄犬山ホテル

２００７年 ３月 ３日 土 名古屋東山ＲＣ 創立１０周年記念例会 ホテルルブラ王山

３月 １４日 水 名古屋和合ＲＣ 創立３５周年記念式典 ウェスティンナゴヤキャッスル

４月 ４日 水 名古屋南ＲＣ 創立５０周年記念式典 名古屋観光ホテル

５月 １４日 月 名古屋昭和ＲＣ 創立１５周年記念例会 名古屋東急ホテル

５月 １９日 土 豊橋北ＲＣ 創立５０周年記念式典 ホテルアソシア豊橋

未定 新城ＲＣ 創立４０周年記念事業（式典） 新城観光ホテル東館

ロータリー特別月間・週間・日
２００６年 ８月 会員増強および拡大月間

９月 新世代のための月間

１０月 職業奉仕月間

１０月 米山月間

１１月 ロータリー財団月間

１１月５日を含む１週間 世界インターアクト週間

１２月 家族月間

２００７年 １月 ロータリー理解推進月間

１月２７日を含む１週間 追悼記念週間

２月 世界理解月間

２月２３日 ロータリー創立記念日

２月２３日～３月１日 世界理解と平和週間

３月 識字率向上月間

３月１３日を含む１週間 世界ローターアクト週間

４月 雑誌月間

６月 ロータリー親睦活動月間

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 
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研究グループ交換（Group Study Exchange）委員会は、ロータリー財団事業の一つとして１９６５年に発足した非常に重要な国際

プログラムです。社会人（実業人及び専門的職業人）に他国の職業と文化について交流と親睦の場をつくり真の国際理解を促進す

ることを目的とします。下記要領にて派遣メンバーを募集いたします。各クラブの皆様にご推薦ご協力をお願い申し上げます。

国際ロータリー青少年交換について、平素よりご尽力頂きますことを感謝致します。

さて、見出しの件につきまして、愛知県教育委員会・名古屋市教育委員会・愛知県私学協会の後援を得て、下記のよ

うに交換を行うことになりますので、候補者を選考（面接し、意志確認）の上、ご推薦下さるようお願い致します。

記

１．２００７年３月～２００８年３月（春派遣） １ヵ年交換 約４～６名
� 交換（派遣）先 ブラジル １～２名 タイランド １名 オーストラリア １～２名

韓国 １名

� 対象 出発時 １６歳～１７歳（１８歳未満）の高校生 男・女

２．２００７年８月～２００８年８月（夏派遣） １ヵ年交換 約８～１１名
� 交換（派遣）先 アメリカ ３～４名 カナダ １～２名 フランス １～２名

フィンランド １名 ドイツ他欧州 １～２名

� 対象 出発時 １６歳～１７歳（１８歳未満）の高校生 男・女

ガバナーからの
お 知 ら せ

ＲＩ第６１７０地区 ２００６～２００７年度 研究グループ交換（ＧＳＥ）

派 遣 メ ン バ ー 募 集

２００６～２００７年度 研究グループ交換 派遣メンバー募集要項

１．派 遣 先 ＲＩ第６１７０地区。アーカンソー州（ＵＳＡ）
クリントン前大統領の出身地、マッカーサー元師の生家あり。
米生産高、ボーキサイト（全米第一位）、ダイヤモンド鉱山、クリスタル狩りで有名。
ウォールマート、ＴＣＢＹの本拠地。

２．派 遣 期 間 ２００７年４月７日～５月８日

３．費 用 往復航空運賃はロータリー財団、滞在費はＲＩ第６１７０地区が負担

４．派 遣 人 員 ４名（選考委員会で決定）

５．応募資格要件 ①ロータリアンとその直系親族を除く日本人。
②愛知県内に居住及び勤務する２５才から４０才までの健康な男女。
③専門職業の実務経験が２年以上ある常勤の正社員。
帰国後、実務に従事し、ロータリーに広報活動できる人。

④日常的英会話が可能な人。
⑤パソコン（ワード、エクセル、パワーポイント）取扱い可能な人。

６．応 募 方 法 応募書類を最寄りのロータリークラブへ提出。
①メンバー参加申請書（所定用紙は各クラブ及びダウンロードから入手して下さ
い）１枚 →http : //www.rotary.or.jp/data.html [161-JA03]

②写真（カラー５�×５�）２枚
③作文（参加申請書３頁に示す「チームメンバーの意図を表明するエッセイ」とし
て４００字詰原稿用紙２枚に応募の動機、意欲を日本文・英文で作成して下さい。）

７．募 集 期 限 ２００６年７月２２日�までに最寄りのロータリークラブへ提出、各クラブからガバナ
ー事務所分室に必着でお願いいたします。

詳しいお問い合せは…

国際ロータリー第２７６０地区 ガバナー事務所分室まで

2007～2008年度青少年交換委員会プログラム

青少年交換学生・募集案内について

アメリカ アーカンソーへ！

研究グループ
交換委員会

青少年交換
委 員 会
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３．派遣学生総数は春派遣、夏派遣合計で １５名以内とします。

派遣先国の都合で春派遣、夏派遣の時期の変更もありえます。

４．別紙志願書により、交換（派遣）希望国を明記して下記へ申し込んでください。

・推薦者数 １クラブ ２名以内

・申込期限 ２００６年７月３１日までに必着（厳守）

・送 付 先 〒４４７―０８５１ 碧南市羽根町４－５８

クロダイト工業㈱内（ＴＥＬ０９０－２１８６－７４０８）

国際ロータリー第２７６０地区青少年交換委員会 事務局 黒田勝基

５．交換（派遣）先の受入人数が限られており、派遣（交換）希望国の通りにならない（希望国以外に派遣される）場

合もありますので志願者はその点をよく理解してください。

６．２００６年８月５日�に選考テストと面接によって候補者の決定を行います。選考テストと面接はこの１回だけです。
いかなる理由があろうとも２回目の選考テストは行いませんので注意して下さい。なお、面接は保護者同伴で行い

ます。面接は英語で自己紹介・抱負等を述べてもらいます。

テストの場所は 名古屋市東区上堅杉町１番地 ウィル愛知 にて、午後１時開始を予定しています。

７．応募者の資格（下記資格のない生徒は受付は致しません。）

◎ 日本国籍を有する志操正しく健康闊達な高校生で出発時の年齢が１６歳～１７歳（１８歳未満）のもの。

※ その他条件は委員会までお問い合わせ下さい。

国際ロータリー第２７６０地区
第１７回インターアクトクラブ協議会開催（案）

■開 催 日 ２００６年７月１７日� 海の日
■会 場 豊田市民文化会館

〒４７１―００３５ 豊田市小坂町１２－１００
ＴＥＬ（０５６５）３３－７１１１ ＦＡＸ（０５６５）３５－４８０１

■ホ ス ト 豊田ロータリークラブ 豊田工業高等専門学校インターアクトクラブ
■テ ー マ 「創造 ～僕らの未来像～」
■日 程
受付・登録 ９：３０～１０：００
オープニングセレモニー １０：００～１０：２５（豊田工業高等専門学校吹奏楽部による演奏）
開会式 １０：２５～１０：５５
分 科 会 １１：１０～１２：４０

� 豊田工業高等専門学校ＩＡＣが企画する分科会

①ロボカップとロボットコンテスト（電気電子システム工学科）

②自動車部制作の自動車（自動車部、機械工学科）

③「からくり」の世界（末松良一校長の講演）

④海外留学生との交流（留学生、留学経験者）

⑤大和先生のおもしろ化学実験（一般学科 三浦大和先生）

⑥家具の建築模型制作（建築学科）

⑦コンクリートを使ったマスコット制作（建築学科）

� 豊田工業高等専門学校以外のＩＡＣの協力による分科会

⑧名古屋インターアクトクラブ

⑨桜花学園インターアクトクラブ

昼 食
昼食時 アトラクション（ジャグリング 豊田高専４年 北川真史君）

各校ＩＡＣ紹介のスライドショー
手作り品バザー

海外研修壮行会 １３：４０～１４：１０
全体会 １４：１０～１４：５０
閉会式 １４：５０～１５：１０

■使用施設 豊田市民文化会館内の施設
■そ の 他 分科会の内容は案であり、以後変更となる場合があります。

インターアクト
委 員 会

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 
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２００７～２００８年度派遣 
ロータリー財団奨学生のためのガイダンス クラブ名変更のお知らせ 

ガバナー公式訪問の日程変更 例会場移転のお知らせ 

（旧）西春日井ロータリークラブ 
［メールアドレス：info@nishikasugai-rc.jp］ 

（新）名古屋清須ロータリークラブ 
［メールアドレス：info@nagoyakiyosu-rc.jp］ 
◎2006年3月30日に国際ロータリー理事会にて西春日井 
　ロータリークラブのクラブ名改称が承認されました。 
◎住所等の変更はございません。 

（旧）１０月３０日（月） 
一宮RC・尾西RC（ホスト） 

（新）１０月２６日（木） （新）〒492-8137  稲沢市国府宮1-1-1

一宮RC（ホスト）・尾西RC

（旧）〒492-8137  稲沢市国府宮2-5-30

※7月第1例会より変更になります。 
　事務局は従来通りです。 

TEL.0587-23-2121  FAX.0587-23-2122

■稲沢ロータリークラブ 

味一 

尾張大國霊神社 

※2006年7月1日から 

日時／２００７年7月３０日（日）１３：３０～１６：００ 

場所／名鉄ニューグランドホテル 

ガイダンス 
・ロータリー財団について 
・奨学委員会より 
・ロータリー財団学友会について 
・財団学友会からのアドバイス 

深谷友尋　ロータリー財団委員長 
川辺清次　財団奨学委員長 
柴田憲一　財団学友委員長 
財団学友会会員 

文 庫 通 信  （225号） 
　新年度にあたり改めてご挨拶申し上げます。 
　本ロータリー文庫には 常々一方ならぬご協力、ご愛顧を賜り哀心から感謝致しております。今更申し
上げるまでもなく、「ロータリー文庫」は日本ロータリー50周年記念事業の一つとして1970年に設立され、
36年の歴史を誇る全日本ロータリアンの資料室です。 
　ここにはロータリー関係の貴重な文献や視聴覚資料など、約1万9千点が収集・分類・整備され、皆様
のご利用に備えております。 
　ロータリーの研究や諸活動のため、ぜひご利用くださるようお待ちいたしております。 

・視聴覚資料（スライド・フィルム）は予約制（申し込み用紙有）で貸出し致します。 

・「資料目録」をクラブ事務所に備付用としてお送りしてありますので、ご利用願います。 
　「目録」をご希望の場合はお申込みください。 
・「ガバナー月信」に「文庫通信」欄を設けさせて頂き、皆様のご参考になるような資料の
紹介を致しております。 

・「ホームページ」を開設しております。分類別に検索可能です。 

・個人の著作、クラブ発行のもの、地区発行のもの等々、いずれも内外を問わずロータリー
に関する資料をご寄贈願います。文庫に保存して皆様のお役に立てさせて頂きます。 

利用方法 

文庫資料を 
ご希望の場合は 

貸出し 

ご寄贈  

ロータリー文庫 

登録資料  
の紹介  

　文庫資料は自由に閲覧できますが、電話や書信によるお問い合わせも承ります。 
お問い合わせは間接では要領を得ない場合がありますので、なるべくご本人から直接お願い致します。 

・発行先に在庫のある資料については、発行先をご紹介致します。 
・絶版のものは実費（1枚20円＋送料）でコピーサービスを致します。 
・重複資料はご希望により無料進呈致します。 
・ビデオテープは有料でダビングを致します。 

〒105-0011 東京都港区芝公園2-6-15　黒龍芝公園ビル3F
TEL（03）3433-6456 FAX（03）3459-7506  http://www.rotary-bunko.gr.jp
開館＝午前10時～午後5時　休館＝土・日・祝祭日 

ガバナーからの
お知らせ・報告
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親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦睦野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会

2760地区
ロータリークラブ

春の親睦野球大会が６月１日と７日に豊田市運動公園野球場にてナイターで開催されました。
日頃の練習の成果か、エラー有り、ファインプレー有り、珍プレー有り 和気藹々で楽しい親睦大会を開
催できました。
今後は、もっと多くのクラブの参加を期待しております。

海部ＲＣは甲子園大会に出場し、府中ＲＣと対戦いたしましたが８対６の接戦で惜しくも敗退してしまい
ました。この後、７月２日に豊田ＲＣが甲子園大会に出場し鹿沼ＲＣと対戦します。

チーム １ ２ ３ ４ ５ 計
瀬戸北ＲＣ １ ０ ０ ― ― １
名古屋中ＲＣ １０ ４ ３ ― ― １７

チーム １ ２ ３ ４ ５ 計
豊田東ＲＣ ２ １ ４ ５ ０ １２
名古屋瑞穂ＲＣ ０ ０ ３ ２ ０ ５

チーム １ ２ ３ ４ ５ 計
豊田ＲＣ ０ ５ ６ ３ ０ １４
豊田中ＲＣ ０ ０ ０ ０ １ １

チーム １ ２ ３ ４ ５ 計
海部ＲＣ １ １ ２ ０ ― ４
豊田西ＲＣ ３ ０ １０ ０ ― １３

ガ バ ナ ー
からの報告

海部ＲＣベンチ

危い…
でもストライク

２７６０地区ロータリー野球
代表世話人 小幡輝雄（豊田西ＲＣ)

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 
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地区幹事 地区監事 地区会計長

藤井 伸三 渡辺 祥二 伊藤 康司
㈲エー・アイ・ユー豊田
代表取締役

ベネファクター
ポールハリスフェロー
米山奨学金

大豊工業㈱
相談役

ポールハリスフェロー
米山奨学金

㈱川平屋
代表取締役

ベネファクター
ポールハリスフェロー
米山奨学金

１９７９年３月 豊田ロータリークラブ入会
１９８５年～１９８６年 職業奉仕委員長
１９８９年～１９９０年 雑誌委員長
１９９０年～１９９１年 出席委員長
１９９１年～１９９２年 副幹事
１９９２年～１９９３年 幹事
１９９８年～１９９９年 広報委員長
２００１年～２００２年 副会長
２００２年～２００３年 会長エレクト
２００３年～２００４年 会長
２００４年～２００５年 ロータリー情報委員長

１９９２年８月 豊田ロータリークラブ入会
１９９６年～１９９７年 職業奉仕委員長
１９９８年～１９９９年 社会奉仕委員長

１９８１年３月 豊田ロータリークラブ入会
１９８４年～１９８５年 会場監督（SAA）会場委員長
１９８９年～１９９０年 広報委員長
１９９０年～１９９１年 プログラム委員長
１９９１年～１９９２年 会計
１９９３年～１９９４年 社会奉仕委員長
１９９７年～１９９８年 副会長（クラブ奉仕委員長）
１９９８年～１９９９年 会長エレクト
１９９９年～２０００年 会長
２０００年～２００１年 ロータリー情報委員長
２００２年～２００３年 ガバナー補佐
２００３年～２００５年 会計監査

地区副幹事 地区副幹事 地区副幹事

天野 勝美 梅村 正明 秋田 敬治
㈱豊田ガーデン
代表取締役

ポールハリスフェロー
米山奨学金

�豊田不動産鑑定所
無限責任社員

ポールハリスフェロー
米山奨学金

アキタ㈱
代表取締役社長

ポールハリスフェロー
米山奨学金

１９９４年２月 豊田ロータリークラブ入会
１９９６年～１９９７年 会報委員長
１９９９年～２０００年 青少年奉仕委員長
２００２年～２００３年 社会奉仕委員長
２００３年～２００５年 地区職業奉仕委員
２００６年～２００７年 プログラム委員会委員

１９９２年７月 豊田ロータリークラブ入会
１９９６年～１９９７年 国際奉仕委員長
２０００年～２００１年 プログラム委員長
２００２年～２００３年 ガバナー補佐幹事
２００３年～２００４年 社会奉仕委員長
２００６年～２００７年 出席委員会委員

１９９８年７月 豊田ロータリークラブ入会
２００２年～２００３年 新世代委員長
２００３年～２００５年 地区新世代委員
２００６年～２００７年 インターアクト委員会委員

地区副幹事 地区副幹事 地区副幹事

鈴木 元弘 河木 照雄 松井 勇
㈱鈴健
代表取締役

ポールハリスフェロー
米山奨学金

㈱山田屋
代表取締役

ポールハリスフェロー
米山奨学金

朝日建設㈱
代表取締役

ポールハリスフェロー
米山奨学金

１９９６年４月 豊田ロータリークラブ入会
２０００年～２００１年 環境保全委員長
２００２年～２００３年 親睦委員長
２００４年～２００５年 新世代委員長

地区環境保全委員
２００６年～２００７年 環境保全委員会委員

１９９４年２月 豊田ロータリークラブ入会
１９９８年～１９９９年 会場委員長
２００１年～２００２年 親睦委員長
２００２年～２００３年 会場委員長
２００３年～２００４年 副幹事
２００４年～２００５年 幹事
２００６年～２００７年 会員増強・職業分類・会員選考委員会委員

１９９５年４月 豊田ロータリークラブ入会
１９９９年～２０００年 新世代委員長
２００３年～２００４年 環境保全委員長
２００６年～２００７年 観光保全委員会委員

地区副幹事 地区副幹事 地区スタッフ

木下 桂一 酒井 法丈 孕石 邦雄
エーディ㈱
代表取締役社長

ポールハリスフェロー
米山奨学金

豊田警備保障㈱
代表取締役社長

ポールハリスフェロー
米山奨学金

㈱大幸
代表取締役社長

ポールハリスフェロー
米山奨学金

１９９６年４月 豊田ロータリークラブ入会
２０００年～２００１年 会報委員長
２００２年～２００３年 環境保全副委員長
２００３年～２００４年 会場委員長
２００４年～２００５年 環境保全副委員長
２００６年～２００７年 雑誌・広報委員会委員

１９９８年３月 豊田ロータリークラブ入会
２００３年～２００４年 親睦委員長
２００４年～２００５年 地区世界社会奉仕委員
２００６年～２００７年 親睦活動委員会委員

１９９２年 豊田ロータリークラブ入会
１９９５年～１９９６年 会報委員長
１９９６年～１９９７年 青少年奉仕委員長
１９９８年～１９９９年 出席委員長
１９９９年～２０００年 親睦委員長
２００１年～２００２年 ライラ委員長
２００２年～２００３年 副幹事
２００３年～２００４年 幹事
２００４年～２００５年 副幹事
２００６年～２００７年 会長エレクト

● ２２００００６６－－２２００００７７年年度度 地地区区幹幹事事・・監監事事・・会会計計長長・・副副幹幹事事・・ススタタッッフフ ●

３０



四郷町 

豊田北郵便局北 
Ｎ 

番 

Ｎ 

地区スタッフ 地区スタッフ 地区スタッフ

鈴木 秀和 杉浦 毅 鈴村 幸伸
利達工業㈱
代表取締役

ポールハリスフェロー
米山奨学金

貞宝工業㈱
代表取締役

財団友の会
米山奨学金

大陽自動車㈱
代表取締役

財団友の会
準米山功労者

１９９８年３月 豊田ロータリークラブ入会
２００１年～２００２年 環境保全委員長
２００６年～２００７年 インターアクト委員会委員

１９９９年４月 豊田ロータリークラブ入会
２００４年～２００５年 国際奉仕委員長
２００６年～２００７年 会員増強・職業分類・会員選考委員会委員

２０００年４月 豊田ロータリークラブ入会
２００１年～２００２年 会報委員長
２００６年～２００７年 ライラ委員会委員

地区スタッフ 地区スタッフ 地区スタッフ

松井 博文 杉浦 正明 中根 冨夫
新東電気工事㈱
代表取締役

財団友の会

�杉浦木材店
常務取締役

ナーク㈱
常務取締役

２００３年２月 豊田ロータリークラブ入会
２００６年～２００７年 プログラム委員会委員

２００５年１０月 豊田ロータリークラブ入会
２００６年～２００７年 出席委員会委員

２００５年８月 豊田ロータリークラブ入会
２００６年～２００７年 会場委員会委員

地区スタッフ 事務局 事務局分室

大山 輝美
豊田信用金庫
専務理事

財団友の会

２００２年７月 豊田ロータリークラブ入会
２００６年～２００７年 出席委員会委員 山口美保子 内記 恵 落合江里紗

● ２２００００６６－－２２００００７７年年度度 地地区区幹幹事事・・監監事事・・会会計計長長・・副副幹幹事事・・ススタタッッフフ ●
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