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2016－17年度
R Iテーマ

強調事項  

人
類
に
奉
仕
す
る
ロ
ー
タ
リ
ー

・奉仕の率先躬行

・ポリオ撲滅の最終章

・ロータリーブランドの認識と実行

2016 -17年度 国際ロータリー会長

ジョンF．ジャーム

 ■ 経 歴

エンジニアリングのコンサルティング会社、Campbell 

and Associates社の理事兼CEO。同社に入社前は

空軍に4年間在籍。Public Education Foundation

、Orange Grove Center、Blood Assuranceの理

事長、Chattanooga State Technical Commu-

nity College Foundationの創設者および財務長、

Tennessee Jaycee財団の会長。

1976年にロータリー入会。RI副会長、理事、財団管理

委員と副管理委員長、財団管理委員長エイド、ロータリ

ー2億ドルのチャレンジ委員長、RI理事会執行委員、RI

会長エイド、会員増強ゾーンコーディネーター、委員会

委員と委員長、実行グループゾーンおよびエリアコー

ディネーター、RI研修リーダー、地区ガバナーを歴任。

RI超我の奉仕賞、ロータリー財団功労表彰状、特別功

労賞を受賞。ジュディ夫人とともにアーチ・クランフ・ソ

サエティ会員。
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111 年の歴史の中で、ロータリーは多くの人に多くの意味

を持ってきました。会員は、ロータリーを通じて友人と出会い、

地域社会とつながり、目的意識を持ち、人びととの絆を育

み、キャリアを築き、ほかでは味わえない貴重な経験をして

きました。毎週、世界 34，000 以上のクラブのロータリアンが、

語らい、笑い、アイデアを分かち合うために集います。しかし、

私たちが集う一番の理由は、最も大切な目標、すなわち「奉

仕」のためです。

ロータリーの初期から、人類への奉仕はロータリーの礎で

あり、主な存在理由となってきました。今日の世界で意義あ

る奉仕を行う最善の道はロータリー会員になることであると、

私は信じています。また、世界に確かな変化をもたらすた

めに、ロータリーほど優位な立場にある団体はないと考えて

います。さまざまな分野から熱心で有能な職業人が集まり、

壮大な目標を実現できる団体も、ほかにありません。ロータ

リーには、世界を変える力、ネットワーク、知識の結集があ

ります。ロータリーに限界があるとしたら、それは私たちが

自分自身に設けている限界にすぎません。

現在、ロータリーはとても大事なときを迎えています。今

はいろいろな意味で今後を決定づける歴史的な節目です。

私たちは力を合わせ、世界に重要な奉仕を行ってきました。

そして、今、世界の行く末は、私たちのさらなる奉仕にか

かっています。世界でもっと大きな「よいこと」の推進力と

なるために、固い決意と熱意でポリオ撲滅を成し遂げ、勢

いをつけてロータリーをさらに前進させながら、これまでの成

功をバネに飛躍するときが来たのです。

ポリオ撲滅から私たちが学んだ多くのことの中で、最も大

切ながら最もシンプルなこと、それは、ロータリー全体の発

展を望むなら全員が同じ方向に進まなければならないという

ことです。クラブ、地区、RI のレベルにおけるリーダーシッ

プの継続は、ロータリーを繁栄させ、その秘めたる可能性

を最大限に発揮する唯一の方法です。新会員の入会や新

クラブの結成だけでは十分ではありません。私たちが目指

すのは、単にロータリアンの数を増やすことではなく、ロータ

リーによる善き活動をより多く実現させ、将来にロータリーの

リーダーとなれるロータリアンを増やすことです。

ポール・ハリスは晩年、ロータリー設立の経緯について振

り返り、次のようにつづっています。「個人の努力は個々の

ニーズに向けることができます。しかし、大勢の努力の結晶

は、人類の奉仕に捧げなければなりません。結集された努

力に限界というものはありません」。いつの日か 120 万人以

上のロータリアンが一体となり、ロータリー財団や各自のリソー

スを駆使して人類への奉仕に取り組むことになろうとは、ハ

リスも想像しなかったでしょう。そのようなロータリーに対して

ハリスがどんな奉仕を期待するのか、私たちは想像するし

かありません。「人類に奉仕するロータリー」の伝統を継承

する名誉を授けられた私たちには、このような奉仕を行って

いく責務があるのです。

心を込めて

「人類に奉仕するロータリー」
2016‐17年度国際ロータリー会長

ジョン・ジャーム
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国際ロータリー第2760地区
2016 -17年度ガバナー

服 部  良 男
は っ と り  よしお

生年月日／1952年（昭和27年）2月11日

所属クラブ／岡崎ロータリークラブ

職業分類／厨房機器製造

勤務先･役職／服部工業株式会社〈代表取締役〉

所在地／〒444-8691 岡崎市羽根町字若宮30
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皆さん、こんにちは。いよいよガバナーとしてスタートしまし

た。ガバナーは国際ロータリーの役員であることは、皆さん

ご存知だと思います。国際ロータリーは、大きく34 のゾーン

に分かれています。会員数は、約 120 万人ですので、平

均すると一つのゾーンが 35，000 人です。　各ゾーンには、

さらに District（地区）に分かれています。我々は、国際ロー

タリー　第 2760 地区で　第 2 ゾーンに属しています。ガバ

ナーはそれぞれの地区に国際ロータリーの役員として、任命

されます。世界には５３４地区がありますので、534 人のガ

バナー仲間がいます。

日本は　3 ゾーン、34 地区で、34 名の同期のガバナー

がいます。ガバナーは役員ですので、細かく役割と責任が

決められています。要約しますと、

「国際ロータリーのさらなる発展を目指し、ジョン・ジャーム

会長を理解し、その想いを共有し、そのテーマと課題を地

区に持ち帰り、地区の状況を分析し強みや改善点をみつけ、

地区の戦略を決定し、戦術、アクションプログラムを策定し、

地区リーダーチームを創り上げ実行する。」ことであると私は

思います。

ガバナー補佐、研修委員会、他の地区委員会とビジョン

を共有し、戦略を作り、研修や活動を通じて、各クラブを

活性化させること、その結果地区のロータリアンが増え、こ

の地区が 10 年後も20 年後も持続可能であるようにすること

が役割だと考えています。

ロータリーの本当の魅力を地区ロータリアンに再認識して

いただき、ジョン・ジャーム会長がテーマにしている、率先し

て奉仕活動をし続けるロータリアンを増やすことが責務であり

ます。地区リーダーチームは、地区内クラブの活性化を支

援するためにあります。どうぞ活用してください。

一年間皆さんとロータリーの魅力を分かちあいたいと思い

ます。よろしくお願いします。

■ ロータリー歴

1989年1月 岡崎ロータリークラブ入会

2000-07年 地区ローターアクト委員

2004-05年 クラブ幹事

2006-07年 地区ローターアクト委員長

2010-11年 クラブ会長

■ 経　歴

1975年3月　早稲田大学理工学部卒業

1979年6月　ノースウェスタン大学大学院卒業

服部工業株式会社　代表取締役

（学）服部学園　理事長

（公財）服部公益財団　理事長

公職：

岡崎商工会議所　副会頭

岡崎法人会　副会長

愛知県法人連合会　理事

岡崎地区安全運転管理連絡協議会　会長

公益財団法人　日本電信電話ユーザー協会愛知支部　副支部長

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー

ベネファクター

メジャードナー

米山功労者（マルチプル）
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会費を払い、「ロータリーの友」を購読し、例会に出席すれば、ロータリークラブの会員の資格があります。それは、真のロータリ

アンでしょうか？

ロータリーの使命（Mission）は、職業人と地域社会のリーダーのネットワークを通じて、倫理観と高潔さ（Ethics and 

Integrity）を失わず、人びとに奉仕（Service）し、世界理解、親善、平和を推進することです。

ロータリーには、5 つ中核的価値、強みがあり、それがロータリーのブランドです。

★ Fellowship（親睦）：Fellow とは、同じ目的を共有しともに協働する仲間であり、Shipとはその関係を維持することである。

★ Integrity（高潔性）：「4 つのテスト」に代表される、倫理性でロータリーの DNA である。

★ Diversity（多様性）：ポール・ハリスのロータリークラブ創設時の想い「多様性と寛容さ」。

★ Leadership（リーダーシップ）：ロータリーのリーダーシップとは、ビジョンを実現化できること。

★ Service（奉仕）：ロータリーが人や人びとに与えられる唯一の言動や行動であり、困っている人に背を向けず、できる　　　

　　　　　　　限りのことをし、人を笑顔にすることである。

我々は、ロータリーのブランドを再認識し、自ら人道的奉仕活動に参加し、人を笑顔にしましょう。そしてその人の笑顔を仲間と共

に喜びを感じ、ロータリー財団創立 100 周年を祝い、ポリオ撲滅を世界のロータリアンと祝いましょう。

ロータリーのブランドを地域の人びとに伝え、新しいロータリアン、Fellowを見つけましょう。

My Rotary に登録し、ロータリーのブランドを再認識し、ロータリー財団が 100 年間人を笑顔にしてきたことを学び、積極的に我々

地区の人道的奉仕活動を投稿しましょう。

Club Centralを使い、各クラブの情報を共有して、各クラブか地区の他のクラブがどのような奉仕活動やよいことをしているか知り

ましょう。

地区、各クラブでソーシャルメディア（Facebook, Twitter 等）を始め、人の笑顔をロータリアンで共有するとともに、地域の人び

とにもロータリーのブランドを知ってもらいましょう。

地区の重点課題：

地区のビジョン「10 年後 20 年後も地区の輝きが持続可能であること」

国際ロータリー第 2760 地区は日本にある34 地区の中でも、最も活性化し、輝いている地区の一つであります。しかし、活性化し

ているのは、地区委員会の奉仕活動であり、地区委員会の委員の数は、増加しています。一方、地区内のロータリアンの奉仕活

動内容に関する認知度は低いし、地域の人びともその奉仕活動を知りません。

地区内の 83ロータリークラブ内で行われている奉仕プロジェクトも他クラブのロータリアンには、オープンになっていないので、地区

内ロータリアンの認知度があるとはいえません。これだけが原因ではないと思いますが、この 10 年間に会員が以下のように減ってい

る事実は、ロータリーの魅力が充分に認知されていないことが原因であると思います。

地区方針

Be The Rotarian, Find A Rotarian
～真のロータリアンになろう、ロータリアンを見つけよう～
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ロータリーの奉仕プロジェクトや活動に参加していないロータリアンやロータリーのブランドを認識していないロータリアンが多数いるこ

とが、退会者の増加に繋がっているように思います。また、ロータリーのブランドが地域の人びとに伝わっていないので、ロータリーに

入会者が増えません。

この地区の輝きが 10 年後、20 年後も持続可能であり続けるには、今国際ロータリーが取り組んでいる戦略計画を当地区でも実行

することが必要不可欠です。

戦略計画は、ロータリーのブランド・マーケティング戦略であり、新しいロータリアンや若いロータリアンを勧誘するためには、ロータリー

の過去と現在だけでなく、将来を見据えたビジョンやあるべき姿を明確にして、ロータリアンでない地域の人びとにわかる表現や言葉

に変えていくことです。

そのために、当地区でも、戦略計画委員会を新設し、その実行組織として、研修委員会の役割と委員を変更しました。研修委

員会は、地区の各委員会と戦略計画との調整することを役割とします。また、My Rotary の登録と利用の促進、Club Central の

活用、ソーシャルメディアの普及のために、公共イメージ向上委員会を新設しました。

人道的奉仕活動とは、困った人と一緒に課題解決をする言動や活動であり、その結果、人が笑顔になる活動です。人の笑顔が

ロータリアンの笑顔になります。それが持続可能になるためには、その活動が見え、ロータリアンや地域の人びととシェアーし、成果を

確認できなくてはなりません。その笑顔を共有できる素晴らしい道具が Facebook、Twitterを始めとしてソーシャルメディアであり、ロー

タリアンにそれを伝えるだけでなく、地域の人びとにも同時にロータリーのブランドと人道的奉仕活動の成果を伝えることができるのです。

下記のようにオンラインツールとソーシャルメディアの活用を今年度地区の最重点課題とします。

1．My Rotary への登録とその活用をすること。

2．Club Central へ情報を入力して、ロータリアンでシェアーすること。

3．ソーシャルメディア（Facebook，Twitter 等）でロータリーのブランドと奉仕活動の成果をオープンにし、共有し、広報につなげること。

5,477

5,316

5,202
5,149

5,071
5,016

4,922
4,841 4,809 4,792

4,726 4,770 4,754

2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16
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5,400
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RID2760　会員数推移
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直前ガバナーの感謝の言葉／直前ガバナーからのエール

　直前ガバナーの感謝の言葉

　直前ガバナーからのエール

加藤陽一直前ガバナー、一年間ご指導いただき誠にありがとうございました。
K.R.ラビンドランRI 会長の「Be a gift to the world」“世界へのプレゼントになろう”のテーマのも

と、地区方針の　ロータリーの原点に学ぶ　～友情と寛容の輪を拡げよう～　を自ら実践してこられま
した。ロータリアン、ローターアクター、インターアクター、米山記念奨学生、学友、交換留学生ら皆
同じ目の高さで、優しく実直に向き合う対話をされ、誰かれも好かれる人気のガバナーでいらっしゃいま
した。　また、日本の他地区のガバナーからも、加藤さんに宜しくと声をかけていただいたことでもその
お人柄が推測されます。

いつも笑顔で、その周りの人も笑顔になり、まさに真のロータリアンだと心から感じました。私など加
藤陽一直前ガバナーの足元にとてもおよびませんが、国際ロータリー第 2760 地区を受け継いで、この
地区の輝きを失わないように一年間頑張ります。引き続きご指導の程よろしくお願い申し上げます。

服 部 良 男

毎年 7 月は、新ガバナーが 1 年間にわたる、ガバナー活動のスタートの月です。
服部新ガバナーに於かれましては、ＧＥＴＳに始まり1 月のアメリカ・サンディエゴの 1 週間の国際協

議会にて多義にわたる研修を受け、すでにガバナーとしての勉強をされております。それ以前に十分
その能力をお持ちの服部ガバナーは、地区チーム研修セミナー、ＰＥＴＳ、地区研修・協議会では、ジョ
ン・Ｆ・ジャームＲＩ会長のテーマを受け、服部ガバナーの地区方針「真のロータリアンになろう・ロータ
リアンを見つけよう」についての熱い思いをクラブ会長・委員長に話して来られました。

服部ガバナーのロータリーに対する深い思いと理解力、そして、その行動力は目を見張る物が有り、
この一年間我が第 2760 地区を日本一の地区に導いてくれるものと信じております。

服部ガバナーの素晴らしいご活躍と第 2760 地区が発展する事を心よりお祈り申し上げます。
今の私の心境は服部ガバナーの成功をお祈りすると同時に老兵は消えるのみです。

加 藤 陽 一
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地区研修リーダー・地区幹事ご挨拶

　地区研修リーダー　ご挨拶 西尾ＲＣ

　地区幹事　ご挨拶 岡崎ＲＣ

　地区研修リーダーを拝命いたしました。服部ガバナーの指導の下、研修委

員会に研修会合や研修行事の責務を割り当てます。ロータリーがこれからも

持続発展するために、「目的」・「価値観」・「四つのテスト」は変えてはなりませ

ん。しかし、時代の変化とニーズに合うように、クラブや地区の「組織」・「運営」

は変えなければなりません。皆様には地区方針「真のロータリアンになろう、ロー

タリアンを見つけよう」の下にしっかり研修していただき、RIのテーマ「人類に奉

仕するロータリー」を実践・体験してほしいと思います。それにはロータリーの会

合、行事に積極的に参加することであります。会員にとっても、クラブにとっても、

地区にとっても、活躍され、成果を挙げられ、輝ける、満足のいく、記憶に残る年

度でありますよう、心より祈念します。

田中　正規
たなか　まさのり

1948年（昭和23年）7月25日
【職業分類】
【 勤 務 先 】
【 役 職 】

病院
（医）西尾病院
理事長

ロータリー歴

ロータリー歴

1991.4
2000-01
2005-06
2007-08
2010-11
2013-14
2014-15

2015-16

2016-17

1992.8
2007-08
2007-09
2013-14
2015-16

入会
第43代クラブ幹事 
地区財団奨学副委員長
第50代クラブ会長
西三河分区Ｉ.Ｍ.実行委員長
RI第2760地区ガバナー
地区諮問委員会
地区指名委員会
地区大会企画委員会
被災高校生支援委員会（カウンセラー）
RI第2760地区副ガバナー
地区諮問委員会
地区指名委員会（副委員長）
被災高校生支援委員会（カウンセラー）
第2ゾーンロータリー公共イメージコーディ
ネーター補佐
ロータリー米山記念奨学会 評議委員
第2ゾーンロータリーコーディネーター
地区研修リーダー／地区研修委員会（委員長）
地区諮問委員会
地区指名委員会（委員長）

入会
クラブ幹事
地区ローターアクト委員
クラブ副会長
次期地区幹事

　昨年開設しました事務所も、既に一年を経過し、ガバナーエレクト事務所とし

ての責務もひとつひとつ無事終了し、いよいよガバナー事務所としてスタートい

たしました。

　ＲＩ会長のテーマである「ROTARY SERVING　HUMANITY（人類に

奉仕するロータリー）」と地区方針「Be The Rotarian,Find A Rotarian～

真のロータリアンになろう、ロータリアンを見つけよう～」を念頭に一年間地区内

ロータリークラブの活動がより活発に運営されますように精一杯お手伝いをさ

せて頂きます。

　一年間宜しくお願いします。

岩月　昭佳
いわつき　てるよし

1951年（昭和26年）7月24日
【職業分類】
【 勤 務 先 】
【 役 職 】

和装芯地製造卸
岩月商店
代表

マルチプル．ポール．ハリス．フェロー（メジャードナー）
ポール．ハリス．ソサエティ
ベネファクター
米山功労者

マルチプル・ポール・ハリスフェロー
米山功労者（マルチプル）
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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（マルチプル）

ロータリー財団大口寄付者
ポール・ハリス・ソサエティ
べネファクター
米山功労者（マルチプル）

ガバナー補佐ご挨拶

南尾張分区 東海ロータリークラブ

村瀬　秀和
1950年（昭和25年）3月2日
【職業分類】
【 勤 務 先 】
【 役 職 】

緑地管理・公園施設管理
綜合管理サービス㈱
取締役会長

むらせ　ひでかず

　このたび南尾張分区ガバナー補佐を務めさせ
ていただくことになりました東海ロータリークラブの
村瀬秀和です。ロータリーの目的とは「奉仕」で
す。私は2009年より地区の国際奉仕委員を務め
ています。支援を必要とする様々な国へ実際に
足を運び活動する中で、世界における奉仕の必
要性を痛切に感じています。今年度のRI会長ジョ
ン・ジャーム氏のテーマは『人類に奉仕するロータ
リー』です。奉仕活動を通じて人々の笑顔に触れ、
得られる喜びを皆様と共有できるよう、真摯にガバ
ナー補佐の任務に取り組みたいと思います。
　ガバナー補佐の役割はRI会長及び服部ガバ
ナーの方針を分区内各クラブの皆様に伝え、地
区とクラブとの橋渡しをすることです。地区とクラ
ブ双方のお役に立てるよう微力ながら精一杯努
めますので、皆様ご理解とご協力のほど、よろしく
お願いします。

ロータリー歴

・〒477-0032　東海市加木屋町円畑36番地
・TEL 0562-33-2355 ・FAX 0562-33-4818
・E-mail／ h-murase@ma.medias.ne.jp

1991.7
2000-01
2002-03
2005-06
2007-08
2009-16
2010-11
2013-14

入会
幹事
国際奉仕委員長
職業奉仕委員長
会長
地区国際奉仕委員
S.A.A
S.A.A

西尾張分区 あまロータリークラブ

黒野晃太郎
1942年（昭和17年）3月29日
【職業分類】
【 勤 務 先 】
【 役 職 】

羊毛輸入業
名川繊商㈱
相談役

くろの　こうたろう

　今年度、西尾張分区ガバナー補佐を努めさせ
ていただきます、あまロータリークラブの黒野晃太
郎です。
　RI会長テーマ「人類に奉仕するロータリー」、ま
た服部ガバナーの地区方針「真のロータリアン
になろう。ロータリアンを見つけよう」にのっとり、分
区の会員の皆様と共に、ロータリーについて学び、
実践いたしたいと思います。そのためには、会員
の地区行事への参加が不可欠であります。WFF、
地区大会、IM、国際大会等への積極的な参加
をお願いするつもりです。そして本年度は、ロータ
リー財団100周年を迎えます。今一度財団の必
要性・価値を分区の会員と共に見直したいと考え
ています。
　今ロータリーは変化の時であると、服部ガバ
ナーはおっしゃっています。そして如何に変わって
行くべきか問われています。ガバナー補佐として
RIの方向性、ガバナーの思いを分区の皆様にお
伝えすることが、重要な役目だと思います。1年間、
新しい気持ちで取り組む所存です。よろしくお願い
します。

ロータリー歴

〒453-0804　名古屋市中村区黄金通1-12
・TEL 052-451-1137 ・FAX 052-451-9515

1988.10
1996-97
2000-01
2001-02

入会
幹事
会長エレクト
会長

西名古屋分区 名古屋みなとロータリークラブ

深谷　友尋
1945年（昭和20年）1月3日
【職業分類】
【 勤 務 先 】
【 役 職 】

住宅建築
フロンヴィルテクノ㈱
代表取締役

ふかや　ともひろ

　この度、西名古屋分区ガバナー補佐を務めさ
せて頂きます名古屋みなとロータリークラブの深
谷友尋です。どうぞよろしくお願い致します。
　さて、RIジョンFジャーム会長テーマ「人類に奉
仕するロータリー」及び服部ガバナーは、「真の
ロータリアンになろう、ロータリアンを見つけよう」地
区方針に掲げました。ガバナー補佐はガバナーの
方針に沿って、各クラブが実行できる様お手伝い
させていただきます。本年度は特にMy　Rotary
の登録、Club　Centralを通じて、各クラブの情
報を共有し、分区内１３クラブの活動方針に貢献
できる運営をしてまいります。
　ガバナー補佐の役目は、ガバナーを補佐し、ロー
タリーのビジョンを語り、楽しさや誇りを共有できる
分区運営を目指し、西名古屋分区の特性を生か
し、各クラブの円滑な運営をお手伝いさせていた
だくことです。
　各クラブの自主性を重んじ、充分にご意見・要
望をお聞かせいただき、地区とクラブのパイプ役と
して努力してまいりたいと存じます。
　この１年間各クラブがより充実した、クラブ運営
となりますようにお役に立ちたいと思います。
　ロータリアン各位のご指導、ご協力をよろしくお
願い致します。

ロータリー歴

〒467-0877　名古屋市瑞穂区雁道町3-18
・TEL 052-833-8141 ・FAX 052-833-8142
・E-mail／ t_fukaya@fushimi-group.co.jp

1990
1994
1996
1997-9
1999
2000
2001-2
2003

2004
2004-5
2006-13
2014-17

入会
親睦活動委員長
幹事（役員）
地区ＲＡＣ委員
プログラム委員長（理事）
新世代委員長（理事）
地区財団委員（ＧＳＥ委員長）
会長エレクト（理事）
地区財団副委員長
会長（理事）
地区財団副委員長
地区ロータリー財団委員長
第２ゾーン・ロータリー財団地域
コーデネーター補佐

東尾張分区 江南ロータリークラブ

古田　嘉且
1956年（昭和31年）4月28日
【職業分類】
【 勤 務 先 】
【 役 職 】

税理士
古田嘉且税理士事務所
所長

ふるた　よしかつ

　この度、ご縁があり東尾張分区ガバナー補佐
を仰せつかり、務めさせて頂くことになりました。

『 玉虫色というのは、いろんな色が重なり合い、微
妙な色を作り出します。個性が集まってこそ、初め
て、クラブに玉虫色の特性を光らせます。 』という
言葉がありますが、ロータリーに対する考え方、関
わり方は、ロータリアン各自、様々であり、同様に、そ
の集合体であるクラブにも色があります。
　分区内１２クラブ１２色が、絶妙に融合し合い、
光り輝く東尾張分区色になり、より効果的にクラブ
が運営されますよう、ガバナー補佐として、お手伝
いが出来れば幸いです。
　ＲＩテーマ及び地区方針を十分理解し、皆様が、
クラブレベルを超えたロータリーのビジョンを共有
し、ロータリアン同士のネットワークを広げ、親睦を
深めて頂けるように力を尽くすつもりです。
　ロータリーを心に置き、只の会員ではなく、「真の
ロータリアンになろう」ではありませんか。
　一年間、誠実に責務を果たす覚悟でございま
すので、皆様のご指導、ご協力の程よろしくお願
い申し上げます。

ロータリー歴

〒483-8341　江南市前飛保町栄120
・TEL 0587-55-6588 ・FAX 0587-55-8188
・E-mail／ ltaa-yf@plum.plala.or.jp

1996.8
2004-05
2005-06

2007-08
2010-11

入会
クラブ幹事
東尾張分区ガバナー補佐幹事
地区会員増強委員会 委員
地区大会 会計長
クラブ会長

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
米山功労者

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
米山功労者（マルチプル）
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ベネファクター
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
第４回米山功労者

ベネファクター
マルチプルポール・ハリスフェロー
第3回米山功労者

ガバナー補佐ご挨拶

西三河分区 知立ロータリークラブ

近藤　一幸
1945年（昭和20年）6月18日
【職業分類】
【 勤 務 先 】
【 役 職 】

椅子家具製造
ナゼロ㈱
代表取締役社長

こんどう　かずゆき

　今年度、西三河分区ガバナー補佐を務めるこ
とになりました。9クラブの会員の皆さんと地区の皆
さんには、一年間お世話になります。今年度のＲＩ
会長、ジョン・ジャームさんのテーマは“人類に奉仕
するロータリー”です。服部良男ガバナーの地区
方針は”真のロータリアンになろう、ロータリアンを
見つけよう”です。この方針に沿って、各クラブと情
報交換をし、クラブの優れた部分を伸ばし、活力
あるクラブ活動をしていきたいと願っています。会
員同士のコミュニケーションをはかり、親睦を深め、
楽しいクラブにすることが、会員増強と退会防止
につながると思います。①ガバナー補佐訪問は8
月2日～10月7日まで行います。②ＩＭは2017年2月
25日にホテルクラウンパレス知立で開催いたしま
す。③親睦のためのガバナー補佐杯は、11月23日、
葵カントリークラブで執り行います。④今年度も昨
年と同様にＷＦＦを開催します。⑤今年度はロータ
リー財団創立100周年の記念の年です。アトラン
タのＲＩ国際大会に出席し、お祝いをいたしましょう。
皆さんと出席することを楽しみにしています。

ロータリー歴

〒448-0005　刈谷市今川町花池53
・TEL 0566-36-1321 ・FAX 0566-36-1329
・E-mail／ k-kondo@nazero.co.jp

1991.7
2004-2005
2007-2009

入会
第14代 会長
地区国際奉仕委員

東三河分区 豊川宝飯ロータリークラブ

高桑　　耐
1948年（昭和23年）6月16日
【職業分類】
【 勤 務 先 】
【 役 職 】

ゴルフコース
朝日開発㈱平尾カントリークラブ
代表取締役

たかくわ　たい

　今年度、東三河分区ガバナー補佐を務めさせてい
ただきます豊川宝飯ロータリークラブの高桑耐でござい
ます。
　ジョン・ジャームRI会長のテーマであります「人類に奉
仕するロータリー」と服部良男ガバナーの地区方針であ
ります「真のロータリアンになろう、ロータリアンを見つけ
よう」並びに最重点課題「オンラインツールとソーシャル
メディアの活用」を分区の12クラブの皆様に伝えるとと
もに訪問の折には各クラブの特性と活動を勉強させて
いただき、それぞれの意見、要望、提案などを服部ガバ
ナーと地区役員に伝えるパイプ役として勤める所存で
す。
　今年度のIMは「オンラインツールとソーシャルメディア
の活用」をメインテーマとして2月18日（土）に開催予定
です。会長幹事会ではしっかりと意見と情報を交換し、
友愛を深め、共に楽しい一年にしたいと思います。
　最後に、31年前にロータリアンが始めたポリオプラ
ス運動が財団100周年の年に目標を達成し、ポリオ撲
滅の年になりますことを心より祈念致します。これこそが

「Rotary Serving Humanity」ではないでしょうか。

ロータリー歴

〒442-0863　豊川市平尾町木崩61-27
・TEL 0533-87-5221 ・FAX 0533-87-5118
・E-mail／ takakuwa@hirao-cc.com　

1991.11
1995-1996
2000-2001 
2003-2004
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014

入会
理事・国際奉仕委員長
理事・職業奉仕委員長
理事・クラブ奉仕委員長
理事・親睦活動委員長
役員・副幹事
役員・幹事
理事・会長エレクト
理事・会長
理事・会長

西三河中分区　 豊田中ロータリークラブ

小島　哲夫
1956年（昭和31年）1月20日
【職業分類】
【 勤 務 先 】
【 役 職 】

葬祭業
㈱ちごの口グループ　
代表取締役

こじま　てつお

　ガバナー補佐に任命されました責任の重さに
身の引き締まる思いです。僭越ながら地区と分区
内各クラブとの橋渡し役として１年間努めさせて
頂きます。主なる分区の行事は通年通りインターシ
ティー・ミーティング（ＩＭ）と、親睦ゴルフコンペを予
定しています。中でも本年は「ロータリー財団１００
周年」ということもあり、分区の親睦ゴルフコンペは
それを祝うチャリティーコンペの冠を付けたいと思
います。また、各クラブへのガバナー補佐訪問を
予定しています。今年度は、ガバナーの考えでガ
バナー補佐の地区委員会担当が無くなり、その
代わりに分区内各クラブへの訪問を増やすように
言われています。出来れば各クラブに「ロータリー
デー」の行事を促し、それにも参加させて頂きた
いと思います。最後に、本年度は斎藤RI理事（豊
田）・服部地区ガバナー（岡崎）と、日本と地区の
トップが当分区より輩出されますので、その関係
諸行事にも協力をしたいと思いますので、よろしく
お願いいたします。

ロータリー歴

〒470-0372　豊田市井上町３丁目114番地
・TEL 0565-44-2121 ・FAX 0565-45-2479
・E-mail／ kojima@chigo-g.jp

【クラブ】
1999
1999-01
2004-05
2006-07
2008-09
2009-10
2015-16

【地区】
2008-09
2010-11
2011-13
2013-16

2016-17

入会（キーメンバー）
幹事
社会奉仕委員長
副会長・クラブ奉仕委員長
会長エレクト
会長
会場監督（ＳＡＡ）

西三河中分区　分区幹事
ロータリー財団　奨学委員会委員
ロータリー財団　奨学・学友委員会委員
ロータリー財団　奨学基金・学友・平
和フェローシップ委員会委員長
学友委員会　委員長

東名古屋分区 名古屋北ロータリークラブ

柴田　幸男
1944年（昭和19年）1月25日
【職業分類】
【 勤 務 先 】
【 役 職 】

経営相談
税理士法人 柴田税務会計事務所
代表社員 所長

しばた　ゆきお

　２０１６～２０１７年度の東名古屋分区ガバナー補佐を委嘱されまし
た。
　ガバナー補佐の主な役割は、担当するクラブが効果的に運営される
ようサポートすることによって、ガバナーを補佐することとなっています。
浅学非才の私にとって身に余る重責でありますが、責務をまっとうすべく、
服部良男ガバナーのご指導の下一生懸命努力いたしますので、会員
の皆様のご指導とご協力を切にお願い申し上げます。
　ジョンF・ジャームＲＩ会長は「Rotary　Serving　Humanity（人類に
奉仕するロータリー）」をテーマとされました。困っている人がいたら、背
を向けず、自分のできることをする、それが奉仕で、その結果人が笑顔
になることである。つまり奉仕とは定義するものではなく、笑顔でない人を
笑顔にすること。そのためには我々が笑顔でなくてはいけない、それが
Fellowship（親睦）である。
　人を笑顔にするには、ロータリアンは、高潔性を持ち、多様性を受けい
れる寛容さを持ち、リーダーシップを発揮しなければならないと言ってい
ます。
　当２７６０地区の服部良男ガバナーは地区方針を「Be　The　
Rotarian,　Find　A　Rotarian　～真のロータリアンになろう、ロータ
リアンを見つけよう～」
① ロータリーのブランドを認識する
② 人道的奉仕活動に参加し、人を笑顔にする
③ 仲間と一緒に奉仕活動をし、ロータリーのブランドを地域の人に伝え、
　 新しいロータリアン、仲間を見つけましょう
　 としています。
　当地区は日本でも最も活性化している地区の一つであるが２７６０地
区の課題として、地区内８３クラブの奉仕プロジェクトや活動がオープン
になっていないので、他のロータリークラブやロータリアンと共有できてい
ない。
　各ロータリークラブでの奉仕活動が地域の人びとに十分に広報され
ていないので、ロータリーのブランドが認知されていない。と言う事があ
げられます。
　これらを改革し、実行していく段階において各クラブの皆様には戸惑
い等もあるかと思いますが、皆様と一緒に考え、地区の戦略計画が実
現できるようサポートして行く所存でございます。
会員の皆様にはこれから１年なにかとお世話になりますが、よろしくお願
い申し上げます。

ロータリー歴

〒461-0011　名古屋市東区白壁1-45　白壁ビル６Ｆ
・TEL 052-951-4646 ・FAX 052-962-9225
・E-mail／ shibata-yukio@tkcnf.or.jp

1998.7
2003
2004
2005
2006
2009
2010

2011
2012
2013
2014

入会
ニコボックス委員長
新世代委員長
副幹事
幹事
会員組織委員長
地区副幹事
会計
米山記念委員長
会長エレクト
会長
直前会長

マルチプルポールハリスフェロー
ベネファクター

ポール・ハリス・フェロー
米山功労者
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地区委員会委員長ご挨拶

光岡　新吾 ロータリー歴
み つ お か 　 し ん ご

会員増強委員会 豊田ＲＣ

1959年（昭和34年）4月22日
【職業分類】
【 勤 務 先 】
【 役 職 】

不動産管理業
セイユーコンサルタント㈱
代表取締役

　昨年度に引き続き会員増強委員長を務めさせていただきます。
毎年毎年、会員増強はRI、地区において最重点テーマの一つで
あります。
　1人の入会者は、少なくとも100人以上の入会予備軍を生みだし
ます。そうは言っても、会員数を増やす目的だけで入会してもらって
も意味がありません、地区方針でもある、真のロータリアンになれる
人、親睦と奉仕ができることが条件です。
　そしてもう一つ大切なことは退会防止です。特に入会後の1年
間が大変重要です。何としても1年未満の退会防止には特に力を
入れ、やめそうな方がいたら気にかけ、声をかけるなどの火の用心
活動を行ってください。会員増強と退会防止は車の両輪です。
会員増強に特効薬はありません。誰かがやるのだろうではなく、み
なさん一人一人の協力なくてはできません、ぜひ今年も御協力をよ
ろしくお願いいたします。

2000.4
2003-04
2004-05
2008-09

2009-13
2013-14
2013-15
2015-

入会
RYLA委員会委員長
親睦活動委員会委員長
新世代委員会委員長

（理事）
地区会員増強委員会委員
会員増強委員会委員長
地区会員増強委員会副委員長
地区会員増強委員会委員長

ポール・ハリス・フェロー
米山功労者⑷

千田　　毅 ロータリー歴
せ ん だ 　 つ よ し

拡大委員会 名古屋東ＲＣ

1936年（昭和11年）8月8日
【職業分類】
【 勤 務 先 】
【 役 職 】

建築
名古屋建商㈱
代表取締役

　拡大委員会は、その年度のガバナー方針に従って則、服部がバナーの
御意向である新クラブ設立を目標としております。
　ガバナー補佐のご協力を得て担当分区内に追加結成出来そうなクラブ
を見つけ、そのクラブの新組織結成を目指します。
拡大委員会としても積極的に新クラブ設立に向けて努力致します。
　クラブにとって新しいクラブを作る事は容易ではなく、設立後の支援等
色 な々困難があることは事実です。
　しかし、ロータリーの人道的奉仕活動を地域に展開するという視点から
もこの新クラブ結成・拡大事業は必修だと考えます。
この事業は地域に発展、活性をもたらし、そのクラブも成長するのです。
拡大は容易ではなくクラブにとっても大変な事です。
しかし、新クラブ設立という種をまき、芽を出させてください。
　御協力と御理解を御願いいたします。

1973.12
1984.
1996.
2000.
2006.
2013.
2012-13.

入会
幹事
会長
地区社会奉仕委員長
名古屋東分区がバナー補佐
米山財団評議員
ガバナー

マルチプル・ポールハリス・フェロー⑶
メジャードナー
ベネファクター
米山功労者⑷

榊原　勝俊 ロータリー歴
さかきばら　 か つとし

地区財務委員会 西尾ロータリークラブ

1944年（昭和19年）1月29日
【職業分類】
【 勤 務 先 】
【 役 職 】

園芸
㈱Ｇ＆Ｆヤマノ
取締役

　財務委員会は第2760地区の会員の皆様から納付され
た貴重な会費を地区運営資金として管理し　又その使途
につきましてはガバナーの方針に従いガバナー事務所と連
携して無駄のない有意義な地区運営費として活用させて
頂いております。
　なお今年度より、ＲＩ細則15.060．4項により地区の財務報
告書を所定の監査等を受けＲＩ事務総長に報告する事とな
りました。
　1年間、地区財務委員長として責務を果たしていく所存
でありますので、皆様のご理解とご協力を頂きます様宜しく
お願い申し上げます。

1990.12
2001-02
2009-10
2011-12

2013-14
2014-15
2015-16

西尾ロータリークラブ入会
第44代 クラブ幹事
第52代 クラブ会長
理事
地区研修委員会委員
地区幹事
地区財務委員会委員
地区財務委員会副委員長

米山功労者
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
ベネファクター

田中　正規 ロータリー歴
た な か 　 ま さ の り

研修委員会 西尾ＲＣ

1948年（昭和23年）7月25日
【職業分類】
【 勤 務 先 】
【 役 職 】

病院
（医）西尾病院
理事長

　ロータリーの会員の減少は世界で起きていますが、アメリカと日
本の減少は特に目立っています。いろんな要因があると思います
が、入会3年未満の退会が目立ちます。ロータリーを学ばないうち
に、良さを実感できずに退会してしまう例が多いという統計が出て
います。クラブ単位でもしっかり研修できるように地区や、ロータリー
本部からの情報提供や、行動を促す必要があります。研修委員
会は、ロータリアンがロータリーを学び、真のロータリアンになるため
に、ロータリーの目的を理解すること、そして、5つの中核的価値観
を持ち、実践行動することを働きかけます。結果として魅力ある元
気なクラブづくりを支援します。服部ガバナーは変革する国際協議
会で学ばれ、地区組織も大きく見直しされました。研修委員会の
役割・構成メンバーも変わりました。具体的にはガバナーの指導の
もと、PETS、地区研修・協議会、地区指導者育成セミナーなどの
研修ニーズに対応します。会員の皆様のご理解、ご協力をよろしく
お願いします。

1991.4
2000-01
2005-06
2007-08
2010-11
2013-14
2014-15

2015-16

2016-17

入会
第43代クラブ幹事 
地区財団奨学副委員長
第50代クラブ会長
西三河分区Ｉ.Ｍ.実行委員長
RI第2760地区ガバナー
地区諮問委員会
地区指名委員会
地区大会企画委員会
被災高校生支援委員会

（カウンセラー）
RI第2760地区副ガバナー
地区諮問委員会
地区指名委員会（副委員長）
被災高校生支援委員会

（カウンセラー）
第2ゾーンロータリー公共イ
メージコーディネーター補佐
ロータリー米山記念奨
学会 評議委員
第 2ゾーンロータリー
コーディネーター
地区研修リーダー／地
区研修委員会（委員長）
地区諮問委員会
地区指名委員会（委員長）

マルチプル・ポール・ハリス・フェ
ロー（メジャードナー）
ポール・ハリス・ソサエティ
ベネファクター
米山功労者

黒田　勝基 ロータリー歴
く ろ だ 　 か つ も と

危機管理委員会 高浜ＲＣ

1950年（昭和25年）2月15日
【職業分類】
【 勤 務 先 】
【 役 職 】

銑鉄鋳物製造
クロダイト工業㈱　
常務取締役

　危機は人もところも選ばずやってきます。それに対応できるのは、日
頃の危機に対する心構えと準備・訓練だと考えています。特に日本に
おいては3.11大震災を含め、自然災害やデング熱などの広域疾病の
発生など、まさに危機と背中合わせ状態だと感じています。国際ロー
タリーは災害・事件事故等の危機（ロータリーにとって望ましくない事
案）が発生した時に、確実に組織として対応できるよう、各地区に危機
管理委員会設置を義務付けています。ただまだ危機管理委員会の
認知度も低く、対応方法・手順も高度化しなければなりませんが、各ク
ラブへの理解度を深めるための方策や、各クラブの奉仕活動全般の
安全安心に寄与するために、各種研修会や、各クラブへの卓話を通
じて危機管理の必要性などをアピールしていきます。今年度は、各クラ
ブ関係者の方に奉仕活動中の危機事案に対する対処の方法、考え
方を『想定問答集』を使い、一緒になって理解していきたいと思います。
一年間ご協力をお願いいたします。

【クラブ】
1992.6
2000-01
2005-06

【地区】
1998-06
2006-07
2006-09
2009-11
2011-16
2006
2014-15

2010-

2014-

入会
第３２代幹事
第３７代会長

青少年交換委員
青少年交換委員長
国際奉仕委員
国際奉仕委員長
青少年交換委員
危機管理委員
国際ロータリー第２７６０
地区西三河分区　ガ
バナー補佐
NPO法人　国際ロータ
リー日本青少年交換委
員会

（RIJYEC）　研修部
門担当委員
危機管理委員長

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
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地区委員会委員長ご挨拶

ポール・ハリス・フェロー

鈴村與左衛門 ロータリー歴
す ず むら　よざ えもん

社会奉仕委員会 あまＲＣ

1951年（昭和26年）3月6日
【職業分類】
【 勤 務 先 】
【 役 職 】

食品配送業
㈲すずむら興産
代表取締役

　今年度、地区社会奉仕委員会はＲＣＣ委員会と環境保全委
員会が１つになってから３年目を迎えます。社会奉仕活動はロータ

リークラブの活動の中の大きな柱であります。今、何が必要とされ

ているか、それに対して支援が可能であるかを見極めながら、各

クラブで社会奉仕プロジェクトを行いＲＣＣ活動、環境保全、地域

発展に繋げたいと考えております。本年度はガバナーの重点課題

にありますようにオンラインツールとソーシャルメディアを活用し、委

員会の活動をシェアしてまいりたいと思います。また、毎年各クラブ

のご協力をいただき、ご提出いただいている奉仕活動についても

ホームページ等で広めてまいります。本年度もご協力賜りますよう

お願い申し上げます。

2009-10
2005-07
2007-09
2011-12
2013-14
2014-15
2015-16

クラブ奉仕委員長
世界社会奉仕委員会委員
世界社会奉仕委員会副委員長
RCC委員会委員
社会奉仕委員会副委員長
社会奉仕委員会委員長
社会奉仕委員会委員長

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
米山功労者マルチプル

匹田　雅久 ロータリー歴
ひ き た 　 ま さ ひ さ

職業奉仕委員会 豊橋北ＲＣ

1949年（昭和24年）3月4日
【職業分類】
【 勤 務 先 】
【 役 職 】

口腔外科医
（医）みやび会　ひきた歯科
理事長

　当委員会は多くのロータリアンに責任の重さを知って頂き、更なる奉仕

を語れる人を多く作りたいと言うのが理想です。地区においては各クラブ

の委員長に「ロータリーの職業奉仕」をできるだけ理解しやすい方法で説

明したいと思います。その為に地区協議会並びに委員長会議で「職業奉

仕の入門」の説明を行い、各クラブがどんな委員会活動を実施されている

か、昨年までのアンケートを元に披露し、各クラブの職業奉仕委員会活動

に参考にして頂こうと思います。ガバナーの地区方針は「真のロータリアン

になろう、ロータリアンを見つけよう」で、前者は、職業奉仕を良く理解するこ

とではないかと推察されます。委員会は卓話の申し込みを頂ければ、出来

るだけ多くのクラブへ委員会メンバーを振り分けて伺いたいと考えていま

す。また、委員会のFBを作成し、職業奉仕の情報を発信しながら皆様の

意見をお聞きして委員会活動がどのように運営されているかを報告します。

1984
1989-90
1993-94
2002-03
2008-09
2009-10
2009-11
2011-13
2013-14

2015-16

入会
国際奉仕委員長
S.A.A.
雑誌委員長
職業分類委員長
会計
地区職業奉仕委員
地区職業奉仕副委員長
副会長・クラブ奉仕委員長
地区職業奉仕委員
地区職業奉仕委員

ベネファクター
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
米山功労者

ポール・ハリス・フェロー
ベネファクター

寺本　善雄 ロータリー歴
て ら も と 　 よ し お

青少年奉仕委員会 名古屋みなとＲＣ

1952年（昭和27年）11月1日
【職業分類】
【 勤 務 先 】
【 役 職 】

ガス器具製造
アサヒ精機㈱
代表取締役

　前年度、インターアクト、ローターアクト、ＲＹＬＡ、青少年交換それ
ぞれの全国規模の大会に参加する機会を得ました。そこで感じ
たことは、当2760地区の青少年関連委員会活動のレベルの高さ
です。各事業とも当地区が大変注目されており、身の引き締まる思
いを致しました。今年度は、当地区において第5回全国インターア
クト研究会を10に開催します。大変名誉なことであり、ぜひ立派な
大会にしていきたいと思います。また、４委員会の相互信頼に基づ
いた新たな取り組み、青少年奉仕活動の枠を広げる事業を企画、
実施していきたいと考えております。ロータリー章典には「ロータリー
の新世代プログラムは将来、すなわち、私たちの家族の未来、地
域社会の未来、そしてロータリーの未来へとつながる」とロータリー
の夢が書かれています。この夢に一歩でも近づく努力を続けてま
いります。青少年奉仕活動に対する更なるご理解と、積極的なご
参加、ご指導ご鞭撻をお願い申し上げます。

2006
2008

2009-11
2010
2011
2012-14
2013

2014
2015

親睦活動委員長（理事）
新世代・ローターアクト
委員長（理事）
地区ローターアクト委員
幹事（役員）
地区ローターアクト副委員長
地区ローターアクト委員長
地区青少年奉仕委員
地区青少年奉仕副委
員長、危機管理委員
地区青少年奉仕委員
長、危機管理委員

鈴木　宏司 ロータリー歴
す ず き 　 こ う じ

国際奉仕委員会 半田南ＲＣ

1957年（昭和32年）10月18日
【職業分類】
【 勤 務 先 】
【 役 職 】

不動産管理
㈱キョクヨウ
代表取締役

　本年度より国際奉仕委員長を拝命しました鈴木でございます。
　2016-2017年度　国際ロータリーのテーマ「ROTARY　
SERVING　HUMANITY」-人類に奉仕するロータリー-は正に
国際奉仕そのものだと感じています。助けを必要としている人がい
たら、目を背けないで自分のできることをその人のためにする。仲間
と一緒にする。人 を々笑顔に変える活動をしましょう。
　また本年度も「第4回ワールドフード＋ふれ愛フェスタ」が
1022･23日に開催されます。国際奉仕委員会では、昨年ミャンマー
へ、一昨年はカンボジアにおきまして水資源の支援活動をWFF
資金の一部を使って行っています。今年度はインドネシアにおいて
水施設寄贈プロジェクトを予定しています。地区内クラブの皆様、
ご支援、ご協力お願いいたします。

2002.6
2007-10
2009-10
2010-12
2012-14
2013-14
2014-16
2015-16

入会
地区社会奉仕委員会委員
クラブ副幹事
地区世界社会奉仕委員会委員
地区国際奉仕委員会委員
クラブ幹事
地区国際奉仕委員会副委員長
クラブ副会長

篭橋　美久 ロータリー歴
か ご は し 　 よし ひ さ

公共イメージ向上委員会 名古屋中ＲＣ

1946年（昭和21年）11月5日
【職業分類】
【 勤 務 先 】
【 役 職 】

情報通信機器の販売・メンテナンス
東菱電子㈱
代表取締役

　今年度は、広報委員会とＩＴ委員会が合体し、公共イメージ向上委員会
となり、改めて出発致します。
　皆様ご承知のとおり、ＲＩ戦略計画のひとつであります「公共イメージと認
知度の向上」を主目的として、従来のマスメディアを利用した広報活動に
加え、ソーシャルメディアを利用した活動（LNE,Twitter,Facebook等）を
行い、今までより一層のイメージ、認知度の向上を委員一同一丸となって
活動致す所存であります。
　地区ホームページを各クラブ及びロータリアンが活用していただける様、

「見やすい、親しみやすい、いつでも、どこからでも」を目指し、新しいホーム
ページにしたいと考えています。
　また、昨年に引続き第4回ワールドフード＋ふれ愛フェスタを実施致し、
ロータリアン同士の懇親を図ることは基より、地域社会の方 と々の懇親を図
りつつロータリー活動をご紹介させて頂き、ロータリーとしての魅力を更に
訴えて参る所存であります。
　今年度も昨年と同様にロータリーアンが参加できるような趣向も計画して
ますので、是非、ご協力の程お願い致します。
　一年間大変お世話になりますが、皆様のご支援、ご協力を頂きます様お
願い申し上げます。

1998.2
2006-07
2003-07
2007-10
2010-13

2013-14
2014-16

入会
ＳＡＡ
地区世界社会奉仕委員
地区世界社会奉仕委員長
地区ロータリー財団　
グローバル補助金委員長
クラブ会長
地区広報委員長及び
ＷＦＦ実行委員長

ポール・ハリス・フェロー
米山功労者
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地区委員会委員長ご挨拶

ポールハリス・フェロー
第1回米山功労者

髙木　政義 ロータリー歴
た か ぎ 　 ま さ よ し

青少年交換委員会 名古屋大須ＲＣ

1947年（昭和22年）3月18日
【職業分類】
【 勤 務 先 】
【 役 職 】

公認会計士
公認会計士髙木政義事務所
所長

　ロータリーの目的に「世界的ネットワークを通じて、国際理解、親善、平和を推進する
こと」があります。９０年近い歴史のある青少年交換プログラムはまさにこの目的を具
現するものであります。世界中の高校生が親善大使として交換先の国でほぼ一年間
生活します。
　交換学生は一年後大きく成長し、貴重な経験を積んで帰国します。第２７６０地区
では最近は毎年１０名前後の学生が派遣され、同数の学生を海外から受け入れて
います。この交換事業には、「学生」「ホストクラブ」「ホストファミリー」「高等学校」「内
外の地区委員会」など多くの関係者が関わりを持ちます。そしてその一部に問題が
あれば全体としての活動が不安定になります。「ホストクラブ」は事業推進の原動力
です。クラブがホストクラブとして事業に参加することからプログラムは実質的にスター
トします。地区内の交換実績を過去１０年間でみますとクラブ、地域で偏りがみられま
す。安定した活発な事業を継続していくため、青少年交換プログラムに関心を持つ
地区内クラブをより多くするためクラブ訪問、卓話などを試みます。現在事業実施面
で大きな壁となっているのが「ホストファミリー」の確保です。“交換”事業ですので派
遣先の国からの学生を受け入れなくてはなりません。その学生を日本での滞在期間
中世話をする家庭が必須です。クラブ内外でホストファミリーを募集しますが、さまざま
な要因で所要数を満たすのが容易でありません。その対策の一つとしてホストファミ
リーができる方を募り地区委員会に登録することをしています。「学生」へのタイムリー
な情報提供も欠かせません。地区内の学生がこのプログラムの存在を知り興味を持
ち、多くの学生が応募しなければプログラムの発展は望めません。より効果的な周知
方法を検討していきます。この素晴らしいプログラムの充実した運営の為、今後も多く
の関係者のご理解とご協力をお願いいたします。

2003.2
2005-06
2006-07
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14

2014-15
2015-16

入会
広報委員長
プログラム委員長
国際奉仕委員長
社会奉仕委員長
副会長、地区青少年交換委員会委員
地区青少年交換委員会委員
会長エレクト、地区青少
年交換委員会副委員長
会長
地区青少年交換委員会委員

ポール・ハリス・フェロー

竹内　幹尚 ロータリー歴
た け うち 　 み き ひ さ

ＲＹＬＡ委員会 豊川ＲＣ

1959年（昭和34年）2月3日
【職業分類】
【 勤 務 先 】
【 役 職 】

木工品製造・販売
㈱竹内家具店
代表取締役

　ロータリー青少年指導者養成プログラム　ＲＹＬＡ
　委員会テーマ“ＲＹＬＡのはじまり”（始まりはあっても、終わりはない）
ＲＹＬＡセミナーに参加することで人生を変えるチャンスに出会えます。ＲＹＬ
Ａの経験者は「私の目をさましてくれた」と言った参加者もいます。
１）リーダーシップのスキルと人格を養う事ができる。
２）さまざまな同世代の人と出会うことにより人格形成ができる。
３）貴重な情報とキャリアのスキルを身に付けるチャンスができる。
４）楽しみながら友情を培い、自分を見つめ直す事ができ、生涯忘れること
　のない思い出をつくれる。
　以上のようなＲＹＬＡプログラムの特徴をもったＲＹＬＡは世界各地で
開催され素晴らしいプログラムとして評価されています。昨年は115名の
RYLArianが誕生しました。後に地域のリーダー、組織のリーダー、将来は
ロータリアンとなる事を希望します。
　本年度、第25回地区ＲＹＬＡセミナーは2017年3月25･26日に豊田ＲＣの
ホストにて全トヨタ労連研修センターつどいの丘で開催されます。多くの受
講生のご推薦をお願います。

2003．3
2006-07
2007-11
2009-10
2011-15
2012-13
2014-15
2015-16

入会
新世代委員長
地区ＲＹＬＡ委員
ＳＡＡ、ガバナースタッフ
地区ＲＹＬＡ委員会副委員長
幹事
親睦活動委員長
クラブ奉仕委員長
地区ＲＹＬＡ委員会委員長
地区青少年奉仕委員会副委員長
地区危機管理委員　
地区ＷＦＦ実行委員

マルチプル・ポール・ハリスフェロー
米山功労者

中村　公彦 ロータリー歴
な か む ら 　 き み ひ こ

ロータリー財団委員会 名古屋名東ＲＣ

1964年（昭和39年）2月5日
【職業分類】
【 勤 務 先 】
【 役 職 】

プラスチック成形加工（D-10）
㈱大京化学
代表取締役

　今年度よりロータリー財団委員会委員長を拝命しました中村公彦です。
ロータリー財団100周年の機会に大役を仰せつかり「世界でよいことをしよ
う」を旗印に務めてまいります。ロータリー財団委員会には６つの委員会が
あり各委員会委員長以下少数精鋭で今年１年間務めさせていただきま
す。
　今年度RI会長ジョン・F・ジャーム氏は「人類に奉仕するロータリー」を
テーマに掲げ会員増強の維持と財団への寄付協力を重点項目として呼
びかけています。
　当地区では服部良男ガバナーのもと①昨年以上の奉仕活動の実施と
ポリオ撲滅への協力②地区およびクラブがロータリー財団100周年を祝う
行事を企画実行する③年次寄付を過去5年の最高額にする④ソーシャ
ルネットワークを多用してロータリアンの活動の認識をはかる⑤アトランタへ
１００周年を祝うことのテーマをいただきました。
　各ロータリークラブ会員の皆様には本当に困っている人たちへの人道
的支援をする情報を具体的行動に変えていただき、その活動に必要な資
金を補助金などの申請で賄っていただくことがあるべき姿と考えています。
決して無駄に出来ない皆様の浄財が世界のどこかで生かされていること
に誇りを持っていただき、その為のご協力も併せてお願い申し上げます。

2001.5
2007-08
2009-10
2014-15
2011-15.

2015-16

名古屋名東ロータリークラブ入会
クラブ幹事
東名古屋分区　分区幹事
クラブ会長
地区ロータリー財団委
員会補助金委員会
地区ロータリー財団委
員会副委員長

ポール・ハリス・フェロー

佐藤　裕彦 ロータリー歴
さ と う 　 や す ひ こ

インターアクト委員会 豊橋ＲＣ

１９６７年（昭和42年）2月20日
【職業分類】
【 勤 務 先 】
【 役 職 】

コンピューターソフト開発
㈱豊橋テクノサイエンス
代表取締役社長

　現在2760地区では、愛知県内の高等学校・高等専門学校に17のイン
ターアクトクラブが30のロータリークラブにより提唱され活動しています。募
金活動・障害児や高齢者の支援活動・地域の清掃活動等、それぞれのク
ラブの特色を生かしながら活動が活発に行なわれております。また、近年
はインターアクトクラブ顧問間や、顧問の先生方と地区委員会メンバーとの
情報の共有を積極的に進めてきたことにより、地区内のクラブ同士の交流
も盛んに行われるようになってまいりました。　
　地区インターアクト委員会としてはその役目をしっかりと認識し、地区内ク
ラブのさらなる活動の活性化を図るための情報提供と環境づくりに努めて
まいります。
　特に本年度は、全国インターアクト研究会が10に当地区で開催されます。
当地区インターアクトクラブ活動を全国に発信する良い機会と捉え、また
他地区との情報交換を積極的に進め、更なる活動の活性化が図れるよう、
全力で計画・運営サポートをしてまいります。
　今後とも提唱ロータリー様を初めとして地区役員の皆様、地区内の関
係するすべての皆様に一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上
げます。

2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2011-14
2014-16

ＩＴ委員長
インターアクト委員長
会員増強委員長
国際奉仕委員長
地区インターアクト委員
地区インターアクト副委員長

ポール・ハリス・フェロー
第１回米山功労者

西本　一幸 ロータリー歴
に し もと 　 か ず ゆ き

ローターアクト委員会 名古屋南ＲＣ

1966年（昭和41年）10月6日
【職業分類】
【 勤 務 先 】
【 役 職 】

企画制作
㈲日新
代表取締役

　２７６０地区には９つのローターアクトクラブがあり、約１２０
名が活動をしています。
　ここ数年、会員増強を第一に力を入れてきましたが、昨
年同時期からは増加に転じ、各クラブからも入会予定者報
告もあり、少し光が見えてきたような状況にはなってきたよう
に思います。しかしながら、クラブによってはまだ危機を脱し
ていないところもありますので、全クラブが増員となるよう、引
き続き会員増強を重点課題として取り組んでまいります。
　そこで本年はSNSをはじめ、配布物やPVなど、様々な
ツールを作成・活用し、ローターアクトの活動とその成果を広
く知らしめ、皆様にご理解とご協力をいただき、会員の増強、
活性化へと繋げてまいります。
　どうぞよろしくお願い申し上げます。

2007.3
2011-12
2011-12
2013-14

2014-16

入会
クラブローターアクト委員長
地区ローターアクト委員
クラブ会員増強・分類
委員長〔理事〕
地区ローターアクト副委員長
地区ローターアクト委員長
地区青少年奉仕副委員長
地区危機管理委員長
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地区委員会委員長ご挨拶

ポール・ハリス・フェロー
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
米山功労者

髙山　景一 ロータリー歴
た か や ま 　 け い い ち

補助金委員会 豊橋ＲＣ

1954年（昭和29年）3月10日
【職業分類】
【 勤 務 先 】
【 役 職 】

飼料小売
㈱北海屋
代表取締役

　当委員会の役割は、各クラブ様や地区委員会様から申請される地区

補助金事業やグローバル補助金事業が企画通りに実施できる様お手伝
いし、適正に出来あがった書類を国際ロータリー財団に一括申請又は報
告する委員会であり、事業内容を審査する委員会ではありません2015－
16年度地区補助金は、申請数60件（56クラブ4地区委員会）で補助金支
給額申請額ともに2500万円と過去最高を記録しました。グローバル補助金
事業も関心を持ったクラブが増えております。2015－16年度で事案承認さ
れ実施収容又は予定のクラブが3件、現在、当委員会と相談中もしくは国
際ロータリー財団に申請する段階にあるクラブが4件です。昨年度より全分
区からの相談がありグローバル補助金を使ってよりダイナミックな奉仕活動
に移行する傾向にあります。当委員会では委員会全員で各クラブの補助
金事業に対し全力でバックアップをしてまいります。引き続き皆様のご支援
ご協力を賜ります様お願い申し上げます。

1994.12.15
2001-03
2002-03
2006-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2013-16
2014-15
2015-16

豊橋ＲＣ入会
地区ローターアクト委員
職業奉仕委員長
地区恒久基金委員
地区恒久基金副委員長
会計
副幹事、プログラム委員長
幹事
地区補助金委員
ロータリー情報・研修委員長
地区補助金副委員長

ポール．ハリス．フェロー
米山功労者

松田　茂治 ロータリー歴
ま つ だ 　 し げ は る

資金推進委員会 西尾ＲＣ

1966年（昭和41年）6月24日
【職業分類】
【 勤 務 先 】
【 役 職 】

薬局
㈲松田
代表取締役

　資金推進委員会はＲ財団委員会で唯一寄付をお願いし集める委員会です。

１．年次プログラム基金（ＥＲＥＹ）：目標一人当たり１８０ドル。

２．恒久基金（ベネファクター）：目標各クラブ１名以上。

３．メジャードナー（大口寄付）：目標地区５名以上。

４．ロータリーダイナースコーポレートカードとロータリーカード　の普及推進。

　これらの５種類の寄付を担当します。皆様からの寄付は、３年後に最大７５％が地

区の裁量で使用することができ、地区補助金・グローバル補助金の源であり、ポリオ

撲滅や様々な災害復興基金に使われます。ポール・ハリス・ソサイテイを推進し、ＲＣ

カードの０クラブをなくし、地区保有率を１０％に増やし、ロータリーダイナースコーポレー

トカードの全クラブの加入を目標とします。

　本年度は、ロータリー財団設立１００周年を迎え、例年よりも高い目標を掲げていま

すが、重要な奉仕プロジェクトを遂行するために、皆様のご理解、ご協力を宜しくお願

い申し上げます。

2007.10
2011-12
2012-15
2013-14
2014-15
2015-16

西尾ロータリークラブ入会
親睦活動委員長
地区資金推進委員会委員
RI第2760地区スタッフ
職業分類･会員増強委員長
社会奉仕委員長
奨学基金･学友･平和ﾌｪﾛ
ｰｼｯﾌﾟ委員会（副委員長）

大口寄付者
ベネファクター
マルチプル・ポール・ハリスフェロー⑸
ポール・ハリス・ソサエティ・メンバー
第7回米山功労者

豊島　德三 ロータリー歴
と よ し ま 　 と く ぞ う

資金管理委員会 一宮北ＲＣ

1932年（昭和7年）10月5日
【職業分類】
【 勤 務 先 】
【 役 職 】

企画
㈱喜斎
代表取締役

　当委員会は、財団の提供する諸補助金について、責任を持っ
て管理、監督する責務を負ってます。事業を展開するに当たり、地
区と申請したクラブとの間で「M.O.U.」MEMORANDUM OF 
UNDERSTANDING （法的な同意を意味します）を取り交わし、
全てについて確認します。
　各クラブ（会員）が公金である財団補助金申請通り、有効に活
用されているか、悪用、不正はないかをフォローする事にあります。
更に終了後は、経理処理、領収書など必要なエビデンスは正しく
添付されているか等、全て確認する義務があります。また、会員に
対し、主旨、運用等の理解を深めるために適宜、セミナー等を通じ
て啓蒙を計る事を推奨されております。逆説的表現をしますと、会
員が信義を重んじて活動して頂ければ、無用な委員会とも云えま
す。

1963.
1974.-1975.
1978.-1979.
[地区関係]
2003.-2004.
2002.-2016.
2005.
2005.-2008.
2007.-2013.

2007.-2008.
2011.-2013.
2013.-2016.

一宮北ロータリークラブ入会
幹事
会長

RI第2760地区ガバナー
地区諮問委員会委員
国際博委員会　ロータリー館　館長
地区拡大委員会カウンセラー
地区ロータリー未来委
員会　カウンセラー
地区研修リーダー
地区拡大委員長
ロータリー財団　資金
管理委員長

ポールハリスフェロー
第1回米山功労者

加藤　浩一 ロータリー歴
か と う 　 こ う い ち

ポリオ・プラス委員会 犬山ＲＣ

1962年（昭和37年）4月10日
【職業分類】
【 勤 務 先 】
【 役 職 】

ベビー用品メーカー
㈱カトージ
代表取締役社長

　１９８５年ポリオ撲滅は夢物語と思われていました。実際、１９８８
年当時のポリオは、世界１２５ヵ国で流行し、実に年間感染者数は
３５万人にのぼっていました。それが現在では、ポリオ常在国はア
フガニスタンとパキスタンの２ヵ国を残すのみとなりました。こうなるこ
とができたのも、世界中のロータリアンをはじめ、たくさんの方々の
多大なるご協力があったからにほかなりません。実は、我が国でも
ポリオと闘い、撲滅を勝ち取った歴史があります。日本では１９４９
年より各地で流行、１９６０年をピークに翌年より急速に減少しまし
た。これは、日本が世界から多くの支援を受けたことにより実現し
ました。このことは忘れてはなりません。当地区のポリオ・プラス委
員会は、ここ数年インドでのNID活動（全国一斉ワクチン接種日）
を通して、２０１４年３月のインドポリオフリーに貢献してまいりました。
今後も様々なイベント（WFF等々）や募金活動を通じて、多くの
方々にポリオを理解していただき、２０１８年ポリオ撲滅の一助を担
うことができれば、幸いです。

2008.11
2011-12

2012-13
2013-15

2013-14
2015-16

2016-17

入会
クラブ新世代奉仕委員長
地区職業研修チーム委員会委員
クラブ親睦活動委員長
地区職業研修チーム委員会 副委員長
地区職業研修チーム委員会 委員
クラブ副幹事
クラブ国際奉仕委員長
地区ポリオ･プラス委員会 副委員長
クラブ会場監督（S.A.A.）
地区ポリオ･プラス委員会 委員長

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

福田　哲三 ロータリー歴
ふ く だ 　 て つ ぞ う

職業研修チーム委員会 名古屋和合ＲＣ

1957年（昭和32年）12月29日
【職業分類】
【 勤 務 先 】
【 役 職 】

建築設備
サーマエンジニアリング㈱
代表取締役

　当委員会ではロータリー財団のグローバル補助金を利用して
医療研修チームの派遣＆受入れを行っています。今年度はフィリ
ピンのケソン市（３７８０地区）で腹腔鏡手術の研修を行います。ま
た現地医療関係者を当地区に招へいしての研修も行います。ケ
ソン市立総合病院からの熱心な要請を受けて実施するもので、３
年前に実施したプロジェクトの第２弾となります。
毎年、海外の地区との共同プロジェクトという側面から派遣＆受入
れの際にはそれぞれの地区ガバナーをはじめロータリアンの皆さ
んの強力なサポートを受けます。これも国際組織であるロータリー
の醍醐味です。私たちも受入れの際には海外からの研修チーム
の皆さんを温かくおもてなしして、研修の成果の向上とともにロータ
リーのイメージ向上に努めたいと思います。

【クラブ】
1989.6

2011.5
2013-14
2015-16
2015-16
2016-17

【地区】
2012-13

2013-17

Etobicoke Rotary Club 
（Canada, Ontario） 入会
名古屋和合ロータリークラブ入会
クラブ国際奉仕委員長
クラブ社会奉仕委員長
クラブ研修リーダー
クラブ副幹事

地区職業研修チーム
（VTT）委員会委員
地区職業研修チーム

（VTT）委員会委員長
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地区委員会委員長ご挨拶

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

加藤　陽一 ロータリー歴
か と う 　 よ う い ち

ＷＦＦ実行委員会 瀬戸ＲＣ

1944年（昭和19年）4月8日
【職業分類】
【 勤 務 先 】
【 役 職 】

電気絶縁物製造
ヤマキ電器㈱
代表取締役会長

　第4回ワールドフード＋ふれ愛フェスタ（WFF）が本年も10月22日
（土）23日（日）に開催されます。
　この事業は今や日本中のロータリアンの中で有名になり、今回
も他地区より大勢のロータリアンが見学に来られることと思います。
当地区としても今回はWFF実行委員会を立ち上げ、この事業を
昨年にも増して強力に推し進めることになり、服部ガバナーより私
が委員長に任命されました。
　昨年は7万人もの人々に集まっていただきましたが、本年は今ま
で以上に当地区が誇る素晴らしいファンドレイジングの事業にしよ
うと委員会全員で頑張る所存でございます。
　ぜひとも地区内全クラブ、全分区、全ロータリアンの絶大なるご
協力をお願いしつつ、全員参加型の事業、ワールドフード＋ふれ
愛フェスタ、そしてロータリーデーin愛知を通じ、RI会長ジョン・F・
ジャーム氏の提唱するポリオ撲滅の最終章を伝え、ロータリーブラ
ンドの認識と実行に努めたいと思います。

1996.7
2001-02
2008-09
2013-14

2014-15
2015-16

入会
クラブ幹事
クラブ会長
ガバナーノミニー/地区
会員増強委員長
ガバナーエレクト
ガバナー

メジャードナー
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
ベネファクター
第5回米山功労者
第3回米山特別功労法人

金田　英和 ロータリー歴
か ね だ 　 ひ で か ず

米山記念奨学委員会 名古屋東山ＲＣ

1958年（昭和33年）12月10日
【職業分類】
【 勤 務 先 】
【 役 職 】

土木工事
サンコーリサイクル㈱
代表取締役

　米山奨学事業は、日本最初のロータリークラブの創立に貢献した実業家米
山梅吉氏の功績を記念して発足しました。1952年に東京ロータリークラブで始
められたこの事業は、やがて日本の全クラブの共同事業に発展し、1967年、文
部省（現在の文部科学省）の許可を得て、財団法人ロータリー米山記念奨学
会となりました。「今後、日本の生きる道は平和しかない。それをアジアに、そして
世界に理解してもらうためには、一人でも多くの留学生を迎えいれ、平和を求め
る日本人と出会い、信頼関係を築くこと。それこそが、日本のロータリーに最もふ
さわしい国際奉仕事業ではないか」事業創設の背景には、当時のロータリアン
のこのような思いがありました。 
　それから60年余の歳が流れましたが、経済情勢による影響を受けながらも
現在では、全国のロータリアンからの貴重な寄付により、年間740名の留学生を
支援する、民間最大の奨学事業となっています。「民間外交として世界に平和
の種をまく」という米山奨学事業の使命は現在も一貫して変わらず続いていま
す。むしろ、今日の世界情勢と日本の置かれている状況を考えるとき、その使命
はますます重要性を増しているのではないでしょうか。留学生への支援は、未
来に向かって平和の架け橋をかける尊い奉仕なのです。まさに私たちロータリ
アンが主役の事業である米山記念奨学事業。日本に留学している奨学生たち
は、みんな日本が大好きです。私たちロータリアンの平和を愛する心を奨学生た
ちに伝え、この愛知から1本でも多くの架け橋を世界に架けていきたいと地区委
員会は願っています。
　ロータリアンの皆様のより一層のご理解とご協力を心からお願いします。

2002.7.4
2008-09
2010-12
2012-15
2014-15
2015-16

入会
幹事
地区米山記念奨学委員
地区米山記念奨学副委員長
副会長
地区米山記念奨学委
員長・会長エレクト

ベネファクター
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
第４回米山功労者

小島　哲夫 ロータリー歴
こ じ ま 　 て つ お

学友委員会 豊田中ＲＣ

1956年（昭和31年）1月20日
【職業分類】
【 勤 務 先 】
【 役 職 】

葬祭業
㈱ちごの口グループ　
代表取締役

　本年度、地区学友委員会の委員長を拝命することになり
ました。学友委員会は当地区では新設の委員会となります。
国際ロータリーの方針では、ロータリープログラムの終了者
は全て「ロータリーファミリー（地区学友）」と捉えることになり
ました。対象となる会員は、財団奨学生・ロータリー平和フェ
ロー・GSE・VTT・米山奨学生・青少年関連（インターアクト・
ローターアクト・RYLA・青少年交換など）のプログラム参加
者です。まだ地区としてどのように対応していくかは未定で
すが、取り敢えずは各委員会間の情報を共有し、また、学
友間でＳＮＳの利用等による交流のチャンスを作り、現況や
経験をお伝え頂くことで、地区ロータリーファミリーの輪を広
げ、将来の地区学友会への道筋を検討していきたいと思い
ます。また、将来的には学友のロータリーへの参加のきっか
けとなればとも思います。

【クラブ】
1999
1999-01
2004-05
2006-07
2008-09
2009-10
2015-16

【地区】
2008-09
2010-11

2011-13

2013-16

2016-17

入会（キーメンバー）
幹事
社会奉仕委員長
副会長・クラブ奉仕委員長
会長エレクト
会長
会場監督（ＳＡＡ）

西三河中分区　分区幹事
ロータリー財団　奨学
委員会　委員
ロータリー財団　奨学・
学友委員会　委員
ロータリー財団　奨学
基金・学友・平和フェロー
シップ委員会　委員長
西三河中分区　ガバナー補佐

ポール・ハリス・フェロー
ベネファクター
米山功労者（第３回）

関口　宗男 ロータリー歴
せ き ぐ ち 　 む ね お

ＲＬＩ実行委員会 名古屋みなとＲＣ

1938年（昭和13年）12月2日
【職業分類】
【 勤 務 先 】
【 役 職 】

民事弁護士
関口宗男法律事務所
所長

　RLI（ロータリー・リーダーシップ研究会）の目的はロータリアンの
知識を啓発し、一人一人のロータリアンのモチベーションを高め、
リーダーシップを涵養するための全世界の地区の連合体組織で
す。ロータリーの組織や活動に関して、正しく、深い知識を持ち、高
い指導能力のあるロータリアンを支援するために活動しており、日
本の「ロータリー米山記念奨学会」と同じように、RIが承認した多
地区合同プログラムです。
　日本では2008.6にRLI日本支部が発足しました。現在、国内
34地区のうち15地区が活動を進めています。当2760地区では、
2011-12年度からRLIの研修を取り入れて、昨年度は第5期が終
了しました。
　本年度は受講対象者を会長エレクトとして、パートⅠ、Ⅱ、Ⅲの3日
間を予定し、各セッションを通して、多くのロータリアンの意見を聴い
て、参考にしながら、ご自分のロータリー観を確立して頂き、クラブ
活動に少しでも寄与して頂ければと思いますので、皆様方のご理
解とご協力を宜しくお願い致します。

1983
1985
1986
1988
1995
1997
1999
2000
2000-03
2008-10
2011-13
2014-16

ＳＡＡ
幹事（役員）
分区代理幹事
青少年奉仕、ローターア
クト委員長（理事）
地区国際友好委員
会長
地区職業奉仕委員
地区職業奉仕副委員長
地区職業奉仕委員長
地区研修委員
地区研修委員長
地区研修委員

ポールハリスフェロー
米山功労者

長谷川龍伸 ロータリー歴
は せ が わ 　 た つ の ぶ

奨学基金・平和フェローシップ委員会 名古屋丸の内ＲＣ

1957年（昭和32年）7月13日
【職業分類】
【 勤 務 先 】
【 役 職 】

民事弁護士
長谷川龍伸法律事務所
所長

　当委員会は、いくつかの事業を担当しています。
　「奨学基金」事業は、海外の大学院で重点６分野について学
びたい方が、グローバル補助金を利用した奨学生となって留学で
きるよう、お世話をします。
　また、「平和フェローシップ」事業は、研究実績のある方が、海外
にある「ロータリー平和センター」のパートナー大学で、平和と紛争
解決についてさらに研究を深める「平和フェロー」となれるよう、お
世話をします。
　本年度より、委員会名から「学友」がなくなりましたが、引き続き

「財団学友会」のお世話もさせていただくことになりそうです。
　現在、「奨学生」「平和フェロー」共に応募者が増加しつつあり、
活況を呈しています。皆様からいただいた大切な資金を利用させ
ていただく責任を強く自覚し、厳正かつ効果的な選考に努めて参
りたいと思いますので、何卒、ご理解、ご協力をお願い致します。

2004-05
2005-06
2009-10
2011-12
2013-14
2014-15

2015-16

クラブ幹事　役員
S.A.A.　役員
会長エレクト　役員
会長　役員
S.A.A.　役員
副会長　役員
地区奨学基金・学友・
平和フェローシップ委員
地区奨学基金・学友・平和
フェローシップ副委員長
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地区役員及び委員会構成

ガバナー 服部 良男 岡崎 地区指名委員会（つづき） 松前 憲典 一宮中央
ガバナー補佐（南尾張分区） 村瀬 秀和 東海 千田 毅 名古屋東

（西尾張分区） 黒野 晃太郎 あま 加藤 陽一 瀬戸
（東尾張分区） 古田 嘉且 江南 立法案審議委員会 服部 良男 岡崎
（西名古屋分区） 深谷 友尋 名古屋みなと 岡部 快圓 名古屋大須
（東名古屋分区） 柴田 幸男 名古屋北 片山 主水 名古屋東南
（東三河分区） 高桑 耐 豊川宝飯 田嶋 好博 名古屋北
（西三河中分区） 小島 哲夫 豊田中 神野 重行 名古屋名駅
（西三河分区） 近藤 一幸 知立 岩月 昭佳 岡崎

地区諮問委員会 福田 浩三 名古屋空港 加藤 定伸 名古屋名駅
盛田 和昭 名古屋 副ガバナー 近藤 雄亮 名古屋瑞穂
神戸 政治 あま 地区研修リーダー 田中 正規 西尾
石川 和昌 豊橋 地区監査役 森 恒夫 名古屋瑞穂
松本 宏 半田 分区幹事 （南尾張分区） 佐藤 雅之 東海
内藤 明人 名古屋西 （西尾張分区） 鈴木 正徳 あま
野村 重彦 刈谷 （東尾張分区） 波多野 智章 江南
福田 清成 江南 （西名古屋分区） 岩佐 信機 名古屋みなと
岡部 快圓 名古屋大須 （東名古屋分区） 朝倉 淳一 名古屋北
豊島 德三 一宮北 （東三河分区） 柴田 浩志 豊川宝飯
大島 宏彦 名古屋 （西三河中分区） 中山 憲和 豊田中
髙橋 治朗 名古屋西 （西三河分区） 鈴木 民也 知立
斎藤 直美 豊田 研修委員会 ◎ 田中 正規 西尾
江崎 柳節 小牧 ○ 近藤 雄亮 名古屋瑞穂
片山 主水 名古屋東南 ○ 神野 重行 名古屋名駅
大澤 輝秀 豊川 光岡 新吾 豊田
田嶋 好博 名古屋北 桐渕 利次 岡崎城南
松前 憲典 一宮中央 鈴村 與左衛門 あま
千田 毅 名古屋東 杉浦 敏夫 豊田
田中 正規 西尾 奥田 清仁 豊田
近藤 雄亮 名古屋瑞穂 鈴木 文勝 小牧
加藤 陽一 瀬戸 金田 英和 名古屋東山
服部 良男 岡崎 早川 和男 名古屋東山
神野 重行 名古屋名駅 地区戦略計画委員会 ◎ 服部 良男 岡崎

地区幹事 岩月 昭佳 岡崎 ○ 神野 重行 名古屋名駅
地区副幹事 林 和夫 岡崎 近藤 雄亮 名古屋瑞穂

菅井 龍一 岡崎 加藤 陽一 瀬戸
岩月 一郎 岡崎 村井 總一郎 豊橋
松原 広幸 岡崎 危機管理委員会 C 片山 主水 名古屋東南
中村 重嗣 岡崎 C 神野 重行 名古屋名駅
尾崎 篤司 岡崎 ◎ 黒田 勝基 高浜
荻須 文一 岡崎 ○ 髙木 政義 名古屋大須
天野 惠一 岡崎 寺本 善雄 名古屋みなと

地区会計長 河合 潤 岡崎 佐藤 裕彦 豊橋
地区監事 蜂須賀 利雄 岡崎 西本 一幸 名古屋南
地区事務長 加藤 博巳 岡崎 竹内 幹尚 豊川
地区スタッフ 大村 康雄 岡崎 篭橋 美久 名古屋中

石川 敏郎 岡崎 金田 英和 名古屋東山
谷 泰男 岡崎 中村 公彦 名古屋名東
福澤 玉青 岡崎 神戸 邦夫 豊橋南
花市 佳明 岡崎 尾関 孝英 名古屋北
岡田 邦義 岡崎 地区財務委員会 ◎ 榊原 勝俊 西尾
太田 成紀 岡崎 ○ 髙須 洋志 名古屋瑞穂
福島 葉子 岡崎 大竹 一義 瀬戸
安福 良豊 岡崎 拡大委員会 ◎ 千田 毅 名古屋東
石川 勝敏 岡崎 ○ 近藤 雄亮 名古屋瑞穂

ガバナーエレクト 神野 重行 名古屋名駅 八神 基 名古屋栄
次期地区幹事 加藤 定伸 名古屋名駅 朱宮 新治 犬山
地区指名委員会 ◎ 田中 正規 西尾 栁澤 幸輝 名古屋東

○ 近藤 雄亮 名古屋瑞穂 岡本 巧 刈谷

2016‐17年度 地区役員及び委員会構成
C：カウンセラー ◎：委員長 ○：副委員長
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会員増強委員会 ◎ 光岡 新吾 豊田 インターアクト委員会（つづき） 青山 五郎 東知多
○ 山﨑 克弥 西尾 下出 啓介 名古屋名東
○ 澤田 文雄 豊田東 太田 和孝 名古屋千種
出田 真太郎 名古屋名南 大島 賀樹 小牧
松村 晋也 瀬戸 梅村 守 春日井
羽田野 道明 名古屋栄 鵜飼 正巳 稲沢
水越 彌生 刈谷 伊藤 基 津島
酒井 良輔 半田 山口 哲司 名古屋瑞穂
松林 信吾 半田南 ローターアクト委員会 ◎ 西本 一幸 名古屋南
石井 弘子 名古屋錦 ○ 村田 誠一 名古屋みなと

職業奉仕委員会 ◎ 匹田 雅久 豊橋北 天野 英一郎 田原
○ 鋤柄 喜彦 名古屋東南 富田 清孝 江南
中山 信義 名古屋錦 森 眞 一宮中央
小川 耕示 刈谷 江﨑 雅彰 豊橋
和田 典之 名古屋清須 吉村 福修 名古屋葵
杉田 洋 豊橋 竹内 祐子 名古屋アイリス
山口 眞 名古屋中 杉田 篤男 岡崎
青山 博徳 春日井 RYLA委員会 ◎ 竹内 幹尚 豊川
鬼頭 秀幸 豊橋ゴールデン ○ 金山 明史 豊田西
香田 研二 名古屋名北 平尾 節子 瀬戸北

社会奉仕委員会 ◎ 鈴村 與左衛門 あま 渡邊 嘉昭 名古屋北
○ 杉浦 文雄 刈谷 川島 悦雄 名古屋中
○ 山元 康裕 名古屋東山 淺見 敏範 名古屋東
○ 井口 貴嗣 豊橋 樅山 修一 豊川宝飯
手島 寿宏 半田 谷山 芳和 豊田西
伊藤 陽介 名古屋守山 稲垣 利彦 豊田
内藤 教恵 安城 青少年交換委員会 ◎ 髙木 政義 名古屋大須
熊澤 勝則 尾張中央 ○ 岩月 雅章 名古屋中
田中 宏明 豊橋南 ○ 宮下 恵子 中部名古屋みらい
塩谷 和久 名古屋中 神野 重行 名古屋名駅
谷定 貴之 犬山 ミカエル・カルマノ 名古屋東
後藤 敞 名古屋丸の内 村瀬 竜雄 東知多
小笠原 竜児 豊橋東 吉岡 秀記 刈谷

国際奉仕委員会 ◎ 鈴木 宏司 半田南 松岡 多加倫 名古屋千種
○ 木村 樹生 名古屋南 公共イメージ向上委員会 ◎ 篭橋 美久 名古屋中
○ 山田 拓 瀬戸 ○ 桐渕 利次 岡崎城南
中田 典子 名古屋守山 ○ 佐久間 武美 豊橋北
横山 明巳 大府 尾本 和弘 名古屋東南
加島 光 名古屋名北 池森 由幸 名古屋千種
小塚 美知子 名古屋城北 池戸 史英 名古屋東
木村 光徳 名古屋大須 坂野 弘 岡崎東
西村 忠郎 名古屋栄 金谷 康正 瀬戸
平野 恒弘 豊田東 杉浦 令淑 名古屋大須
髙山 進 名古屋丸の内 加藤 久仁明 春日井

青少年奉仕委員会 ◎ 寺本 善雄 名古屋みなと 志水 哲也 名古屋中
○ 岡田 雅隆 犬山 地区大会企画委員会 ◎ 服部 良男 岡崎
○ 奥田 清仁 豊田 加藤 陽一 瀬戸
○ 佐藤 裕彦 豊橋 神野 重行 名古屋名駅
○ 西本 一幸 名古屋南 岩月 昭佳 岡崎
○ 竹内 幹尚 豊川 加藤 定伸 名古屋名駅
○ 髙木 政義 名古屋大須 （15年度地区大会実行委員長） 市川 幾雄 岡崎東

インターアクト委員会 ◎ 佐藤 裕彦 豊橋 （15年度地区大会幹事） 柴田 健吉 岡崎東
○ 杉本 知治 岡崎 （16年度地区大会実行委員長） 舩橋 茂行 小牧
○ 奥田 法行 安城 （16年度地区大会幹事） 鈴木 文勝 小牧
中杉 和雄 豊川 （17年度地区大会実行委員長） 尾上 昇 名古屋大須
奥田 清仁 豊田 （17年度地区大会幹事） 吉田 隆彦 名古屋大須
福尾 清 岡崎南 ロータリー財団監査委員会 ◎ 加藤 陽一 瀬戸
渋谷 文平 名古屋 栁澤 幸輝 名古屋東
菱川 弘樹 一宮北 野村 政弘 岡崎東
山内 隆一 岡崎東 ロータリー財団委員会 ◎ 中村 公彦 名古屋名東
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地区役員及び委員会構成

ロータリー財団委員会（つづき） ○ 中林 正人 名古屋空港 RLI実行委員会（つづき） ○ 高畑 晧一 豊橋ゴールデン
○ 櫻井 繁 名古屋南 太田 達夫 名古屋城北
○ 佐々木 久直 一宮 平松 清美 尾西

会計長 神谷 研 安城 早川 和男 名古屋東山
資金管理委員会 ◎ 豊島 德三 一宮北 岡田 吉生 岡崎城南

○ 神谷 研 安城 古田 嘉且 江南
髙山 景一 豊橋 加藤 真治 刈谷

資金推進委員会 ◎ 松田 茂治 西尾 本田 伸太郎 名古屋東
○ 野村 紀代彦 刈谷 鈴木 正徳 あま
桑山 卓也 名古屋和合 細井 英治 安城
服部 潤一 豊田西 学友委員会 ◎ 小島 哲夫 豊田中
寺西 正 名古屋錦 ○ 稲本 良二 豊田中

補助金委員会 ◎ 髙山 景一 豊橋 池谷 悟 中部名古屋みらい
○ 田島 保紀 名古屋東 于 咏 愛知ロータリーEクラブ
○ 上野 広 名古屋昭和 櫻井 繁 名古屋南
原野 勝至 名古屋栄 鮑尓 吉徳 名古屋アイリス
久具 信夫 豊川 杉本 知治 岡崎
成田 徹 三河安城 村田 誠一 名古屋みなと
都築 義勝 豊田東 金山 明史 豊田西
神谷 強 刈谷 岩月 雅章 名古屋中
藤野 直子 名古屋名東 WFF実行委員会 ◎ 加藤 陽一 瀬戸
金谷 明正 名古屋北 ○ 篭橋 美久 名古屋中
渡邉 勝行 西尾一色 ○ 福田 哲三 名古屋和合
大塩 啓太郎 豊橋 杉浦 敏夫 豊田

職業研修チーム委員会 ◎ 福田 哲三 名古屋和合 奥田 清仁 豊田
○ 吉川 公章 名古屋南 鈴木 文勝 小牧
永井 伸治 稲沢 早川 和男 名古屋東山
荒山 久美 名古屋アイリス 光岡 新吾 豊田
鈴木 宏治 名古屋東山 匹田 雅久 豊橋北

ポリオ・プラス委員会 ◎ 加藤 浩一 犬山 鈴村 與左衛門 あま
○ 渡邊 萬里 名古屋東山 鈴木 宏司 半田南
横井 定 稲沢 寺本 善雄 名古屋みなと
岩崎 光記 名古屋名駅 佐藤 裕彦 豊橋
内田 泰潤徳 一宮中央 西本 一幸 名古屋南
山田 高行 中部名古屋みらい 竹内 幹尚 豊川
加納 伸康 名古屋葵 髙木 政義 名古屋大須

奨学基金・平和フェローシップ委員会 ◎ 長谷川 龍伸 名古屋丸の内 中村 公彦 名古屋名東
○ 矢頭 功生 豊田東 加藤 浩一 犬山
○ 加納 昭巨 名古屋南 金田 英和 名古屋東山
伊藤 素美子 名古屋東南 岡田 邦義 岡崎
石川 昌和 豊橋南 RI理事 斎藤 直美 豊田
猪子 恭秀 名古屋みなと ロータリーコーディネーター（RC） 田中 正規 西尾

米山記念奨学委員会 ◎ 金田 英和 名古屋東山 ロータリー公共イメージコーディネーター補佐（ARPIC） 近藤 雄亮 名古屋瑞穂
○ 山本 光人 豊橋北 ロータリー財団地域コーディネーター補佐（ARRFC） 深谷 友尋 名古屋みなと
○ 山田 直樹 尾張旭 公益財団法人ロータリー日本財団 理事 江崎 柳節 小牧
○ 小栗 正章 名古屋和合 監事 片山 主水 名古屋東南
野村 順雄 名古屋みなと 公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 理事 近藤 雄亮 名古屋瑞穂
青山 稔 瀬戸 選考委員 江崎 柳節 小牧
鮑尓 吉徳 名古屋アイリス 評議委員 田中 正規 西尾
荒川 雅義 名古屋中 学務・学友委員 田中 正規 西尾
杉浦 澄雄 西尾 NPO法人RI日本青少年交換委員会 理事 神田 憲 名古屋大須
山本 慎治 半田南 社員 黒田 勝基 高浜
山田 猛 江南 ロータリーの友委員会 副委員長 片山 主水 名古屋東南
田中 寛孝 豊川 ロータリーの友委員会 地区代表委員 尾本 和弘 名古屋東南
加藤 英樹 刈谷 オンツーアトランタ 服部 良男 岡崎
大橋 さなえ 名古屋名南 地区ローターアクト代表 渡邉 博人 名古屋名城RAC
磯部 徹 名古屋丸の内
近藤 久詞 名古屋北
大橋 均 知立

RLI実行委員会 ◎ 関口 宗男 名古屋みなと
○ 津川 聖子 名古屋名東
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地区主要行事日程表
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地区委員会会議日程表・地区内クラブ委員長会議
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地区委員会会議日程表
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地区委員会会議日程表・地区内クラブ委員長会議

■　地区内クラブ委員長会議
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委員会主要行事日程表
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分区地図

日本ロータリー分布図

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

村市

〈市町村数〉

2016年3月1日現在

町

238 14

一宮市

稲沢市

愛西市

江南市
扶桑町 犬山市
大口町

小牧市
春日井市

豊山町

大治町津島市

蟹江町

東郷町

東浦町

武豊町
幸田町

設楽町

東栄町

豊根村

美浜町

南知多町

阿久比町

弥富町

飛島村

名古屋市

瀬戸市
尾張旭市

長久手市

日進市

みよし市
豊明市

東海市 大府市

知多市

常滑市 半田市

田原市

豊橋市

豊川市
蒲郡市

岡崎市

豊田市

新城市

西尾市

刈谷市
知立市

安城市高浜市

碧南市

岩倉市

北名古屋市

清須市
あま市

2700
（福岡・佐賀・長崎）

2740
（長崎・佐賀）

2720
（熊本・大分）

2730
（鹿児島・宮崎）

2710
（広島・山口）

2690
（岡山・鳥取・島根）

2670
（愛媛・香川・徳島・高知）

2680
（兵庫）

2650
（福井・滋賀・京都・奈良）

2640
（大阪府南部・和歌山）

2660
（大阪府北部）

2760
（愛知）

2780
（神奈川）

2590
（神奈川）

2750
（東京・北マリアナ諸島・
  グアム・ミクロネシア・パラオ）

2580
（東京・沖縄）

2570
（埼玉西北）

2770
（埼玉南東）

2600
（長野）

2630
（岐阜・
 三重）

2620
（静岡・山梨）

2610
（富山・石川）

2840
（群馬）

2560
（新潟）

2550
（栃木） 2820

（茨城）

2790
（千葉）

2530
（福島）

2520
（岩手・宮城）

2830
（青森）

2510
（北海道西部）

2500
（北海道東部）

2540
（秋田）

2800
（山形）

第１ゾーン

第2ゾーン

第3ゾーン
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式典及び記念行事／ロータリー特別月間・週間・日

■　式典及び記念行事

■　ロータリー特別月間・週間・日
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ガバナー公式訪問日程表
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ガバナー補佐訪問日程表
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第2760地区　ロータリークラブ拡大表
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第2760地区　組織図
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地区資金予算書

《一般（総合）会計の部》
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地区資金予算書

《特別会計の部》
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クラブ会長・幹事ご紹介

会 長 幹 事

〒478-0017
知多市新知字下森11-1
TEL 0562-55-0900　FAX 0562-55-9999
E-mail info@chita-rotary.org
URL http://www.chita-rotary.org

事
務
所

〒478-0051
知多市朝倉町299　じろきん本店
TEL 0562-32-0111

例
会
場

南尾張分区

知多
ＲＣ

■例会日／月
■開会時間／12:30

ロータリー歴
1997 入会 
2004ー05 幹事 
2006ー07 青少年奉仕委員長 
2011ー12 会長

ポールハリスフェロー 
ベネファクター

ロータリー歴
2011 入会 
2012-13 出席会場委員長 
2013-14 米山奨学委員長 
2014-15 親睦委員長 
2015-16 副幹事

会 長 幹 事

〒476-0013
東海市中央町四丁目2番地　東海市立商工センター305
TEL 0562-33-8255　FAX 0562-33-8257
E-mail tokai-rc@ma.medias.ne.jp
URL http://www.medias.ne.jp/~tokai-rc/

事
務
所

〒476-0015
東海市東海町四丁目70-1　公園クラブ
TEL 052-603-1009　FAX 052-603-1089

例
会
場

南尾張分区

東海
ＲＣ

■例会日／水	
■開会時間／12:30

ロータリー歴
1996.7 入会 
2004-05 国際奉仕委員長 
2006-07 親睦活動委員長 
2008-09 幹事 
2013-14 会員増強委員長

ポール・ハリス・フェロー

ロータリー歴
2011.7 入会 
2013-14 親睦活動委員長 
2015-16 副幹事

会 長 幹 事

〒475-0011
半田市稲穂町１丁目49-2 山田家ベル２階
TEL 0569-29-2156　FAX 0569-29-4246
E-mail hcrc@cac-net.ne.jp

事
務
所

〒475-0011
半田市稲穂町１丁目49-2 山田家ベル3階
TEL 0569-28-2126

例
会
場

南尾張分区

東知多
ＲＣ

■例会日／木
■開会時間／12:30

ロータリー歴
2003-2004 クラブ新世代（インターアクト）委員長 
2011-2012 クラブ例会運営委員長 
2012-2013 クラブ新世代（インターアクト）委員長 
2013-2014 クラブ青少年奉仕（インターアクト）委員長 
2014-2015 クラブ副幹事 
2015-2016 会長エレクト・幹事

ロータリー歴
2014-2015 クラブ例会運営委員長
2015-2016 クラブ副幹事・会報・雑誌委員長

会 長 幹 事

〒479-0843
常滑市多屋字茨廻間1-111あいち知多農業（協）本部ビル1F
TEL 0569-34-8698　FAX 0569-34-9490
toko-rc@helen.ocn.ne.jp
URL http://www.tac-net.ne.jp/-toko-rc

事
務
所

〒479-0843
常滑市多屋字茨廻間1-111　あいち知多農業（協）本部ビル6F
TEL 0569-34-5555

例
会
場

南尾張分区

常滑
ＲＣ

■例会日／金	
■開会時間／12:30

ロータリー歴
2012 入会 
2013-14 社会奉仕副委員長 
2014-15 職業奉仕委員長 
2015-16 会長エレクト

ロータリー歴
2006-07 入会 
2009-10 会場委員長 
2010-11 出席委員長 
2011-12 職業奉仕委員長 
2014-15 社会奉仕委員長 
2015-16 副幹事

会 長 幹 事

〒475-0874
半田市銀座本町1-1-1　半田商工会議所2F
TEL 0569-21-0324　FAX 0569-23-4546
E-mail handasrc@mist.ocn.ne.jp

事
務
所

〒475-0874
半田市銀座本町1-1-1　半田商工会議所3F 
TEL 0569-21-0311　FAX 0569-23-4181

例
会
場

南尾張分区

半田南
ＲＣ

■例会日／火
■開会時間／12:30

ロータリー歴
1997.7 入会 
2006-2007 S.A.A. 
2007-2008 幹事 
2014-2015 副会長 
2015-2016 会長エレクト

マルチプルポールハリスフェロー
米山功労者（2）

ロータリー歴
2005.1.11 入会 
2011-2012 新世代奉仕委員長 
2012-2013 社会奉仕委員長 
2013-2014 副幹事

ポールハリスフェロー

おかだ　のぶとし

よしだ　さだひろこいで　やすあき

あんどう　たかゆきさかきばら　まさる

岡田 展利

吉田 禎宏小出 靖晃

安藤 毅之榊原 英

杉野 正博

前田 吉昭早川 直義

中村 泰忠榊原 邦彦

すぎの　まさひろ

まえだ　よしあきはやかわ　なおよし

なかむら　やすたださかきばら　くにひこ

大一螺子工業㈱
代表取締役

岡徳石油㈱
代表取締役

㈱住吉設計事務所
代表取締役

㈲大和木型製作所
代表取締役

（医）昭新会／前田クリニック
院長

特別養護老人ホーム
メドック東浦

本郷歯科医院
院長

㈲小出塗装店
代表取締役

㈱LIXIL（常滑本社）
相談役　常滑本社代表（兼務）

㈱Ｊホテル
支配人

会 長 幹 事

〒475-0874
半田市銀座本町1-1-1 半田商工会議所２Ｆ
TEL 0569-21-0301　FAX 0569-26-3100

事
務
所

〒475-0912
半田市白山町4-44 ヴィラ シェトワ ハクサン
TEL 0569-22-1133　FAX 0569-22-1131

例
会
場

南尾張分区

半田
ＲＣ

■例会日／木
■開会時間／12:30

ロータリー歴
2000.1.6 入会
2008-09 幹事
2013-14 副会長
2015-16 会長エレクト

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（5）

ロータリー歴
2010.1 入会 
2013-14 会場親睦委員長 
2014-15 クラブ会報委員長 
2015-16 ＩＴ委員長

米山功労者（1）

さかきばら　あつし
榊原 敦史森田 亨

もりた　とおる

森田木工㈱
代表取締役社長

㈱タスク
代表取締役
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〒492-8213
稲沢市高御堂一丁目２番 １号　林商事ビル１階
TEL 0587-24-0740　FAX 0587-22-7213
E-mail rcinazawa@gmail.com
URL http://www.inazawa-rc.org/

事
務
所

〒492-8137
稲沢市国府宮1-1-1　尾張大國霊神社
TEL 0587-23-2121　FAX 0587-23-2122

例
会
場

西尾張分区

稲沢
ＲＣ

■例会日／水
■開会時間／12:30

会 長

㈱ふろーりすと　ほうかえん
専務取締役

ロータリー歴
1994.1 入会
2007-08 幹事 
2012-14 国際奉仕委員長 
2014-15 地区R財団ポリオ・プラス委員会委員長 
2015-16 会長エレクト 

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

幹 事

㈱川合工務店
専務取締役

ロータリー歴
2002.5 入会 
2010-11 親睦活動委員長 
2013-14 広報会報委員長 
2014-15 ロータリー財団委員長 
2015-16 副幹事

ポール・ハリス・フェロー

〒491-0858
一宮市栄4丁目6番8号　一宮商工会議所ビル5階
TEL 0586-24-1961　FAX 0586-71-4390
E-mail rc138n@minos.ocn.ne.jp
URL http://rc138n.sakura.ne.jp

事
務
所

〒491-0858
一宮市栄4丁目6番8号　一宮商工会議所ビル3階 
TEL 0586-72-4611

例
会
場

西尾張分区

一宮北
ＲＣ

■例会日／金	
■開会時間／12:30

会 長

社会医療法人・大雄会　老人保健施設アウン
施設長

ロータリー歴
2006.11 入会 
2009-10 社会奉仕委員長 
2011-12 親睦活動委員長 
2013-14 社会奉仕委員長 
2015-16 会長エレクト

ポール・ハリス・フェロー

幹 事

片山撚糸㈱
代表取締役

ロータリー歴
2010.7 入会 
2014-15 広報活動・会員増強委員長 
2015-16 副幹事、会場委員長

かとう　まさとし やまだ　かずひと

いぬかい　ますおたなか　まさあき

かわい　せいごうかたやま　ひでたか

なかもと　かずのり まつだ　あきよし

みずたに　ゆたかあさい　ひこじ

よこい　さだむふなこし　たかし

加藤 正俊 山田 一仁

犬飼 万壽男田中 正明

川合 正剛片山 英孝

中本 和則 松田 暁昌

水谷 豊浅井 彦治

横井 定船越 孝

会 長 幹 事会 長 幹 事

会 長 幹 事会 長 幹 事

㈱水谷
取締役社長

㈱犬飼建築事務所
代表取締役

〒494-0002
一宮市篭屋1-4-3　尾西信用金庫本店6階
TEL 0586-47-6300　FAX 0586-47-6101
E-mail bisai-rc@owari.ne.jp

事
務
所

〒494-0002
一宮市篭屋1-4-3　尾西信用金庫本店6階
TEL 0586-47-6300　FAX 0586-47-6101

例
会
場

西尾張分区

尾西
ＲＣ

■例会日／月
■開会時間／12:30

ロータリー歴
2000.1 入会 
2006-07 クラブ幹事 
2008-10 クラブ幹事 
2010-11 クラブ会長 
2015-16 クラブ幹事

ポール・ハリス・フェロー

ロータリー歴
1998.3 入会 
2003-04 クラブ幹事 
2005-06 クラブ会長 
2009-10 クラブ会長 
2015-16 西尾張分区分区幹事

ポール・ハリス・フェロー
ベネファクター

㈱浅井薬局
代表取締役

㈱田中葬具店
代表取締役

〒496-0044
津島市立込町3-26-2　ツシマウール会館内
TEL 0567-26-1600　FAX 0567-26-1661
E-mail info@tsushima-rc.org
URL http://www.tsushima-rc.org

事
務
所

〒496-0044 
津島市立込町3-26-2　ツシマウール会館内
TEL 0567-26-1600　FAX 0567-26-1661

例
会
場

西尾張分区

津島
ＲＣ

■例会日／金
■開会時間／12:30

ロータリー歴
1993.1 入会
2001-02 幹事 
2012-13 会員増強委員長 
2015-16 会長エレクト

ポール・ハリス・フェロー／ベネファクター
米山功労者

ロータリー歴
1998.8 入会
2007-8 ロータリー財団委員長 
2010-11 親睦活動委員長 
2013-14 社会奉仕委員長 
2015-16 副幹事

ポール・ハリス・フェロー

松田自動車㈱
代表取締役社長

㈱山田家具
代表取締役

〒491-0858
一宮市栄４丁目６番8号　一宮商工会議所ビル５階
TEL 0586-24-1931　FAX 0586-71-4390
E-mail rc138@lily.ocn.ne.jp
URL rc138.org

事
務
所

〒491-0858
一宮市栄４丁目６番２号　一宮商工会議所ビル３階 
TEL 0586-72-4611

例
会
場

西尾張分区

一宮
ＲＣ

■例会日／木
■開会時間／12:30

ロータリー歴
1991-92 幹事 
1995.9.21 入会 
2000-01 幹事 
2001-02 会員選考委員長 
2005-06 Ｓ．Ａ．Ａ． 
2008-09 親睦活動委員長 
2010-11 社会奉仕委員長

ポール・ハリス・フェロー
米山功労者

ロータリー歴
2010.4 入会 
2012-13 地区米山奨学委員 
2013-14 地区米山奨学委員 
2014-15 地区米山奨学委員
 クラブ米山奨学委員長 
2015-16 副幹事

米山功労者

㈲矢田化学工業
代表取締役

カリモク家具㈱
取締役社長

〒474-8503
大府市中央町5-70　大府商工会議所2階
TEL 0562-44-6210　FAX 0562-44-6280
E-mail info@obu-rc.org
URL http://www.obu-rc.org

事
務
所

〒474-8503
大府市中央町5-70　大府商工会議所2階

例
会
場

南尾張分区

大府
ＲＣ

■例会日／金
■開会時間／13:00

ロータリー歴
2011-12 職業奉仕委員長 
2012-13 奉仕プロジェクト委員長 
2013-14 会員増強委員長 
2014-15 幹事 
2015-16 会長エレクト

ロータリー歴
2011-12 幹事 
2012-13 会長エレクト 
2013-14 会長 
2015-16 国際奉仕・ロータリー財団委員長

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
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くろかわもとのり みずの　とよあき

うかい　としみつまつお　しんきち

たかはし　ひではるあおやま　みのる

黒川 元則 水野 豊秋

鵜飼 俊光松尾 晋吉

髙橋 秀治青山 稔

しのだ　まさし かわにし　としひろ

ながた　ただしなかむら　たかふみ

たなか　しんいちろういのうえ　ひろし

篠田 正志 川西 利浩

永田 正中村 隆文

田中 進一郎井上 博

〒484-0081
犬山市大字犬山字西畑22-5
TEL 0568-61-5219　FAX 0568-61-5523
E-mail info@inuyama-rc.org
URL http://www.inuyama-rc.org/

事
務
所

〒484-0082
犬山市犬山北古券 名鉄犬山ホテル
TEL 0568-61-2211

例
会
場

東尾張分区

犬山
ＲＣ

■例会日／火
■開会時間／12:30

会 長

㈱シンエイライフ
会長

ロータリー歴
1991.01 入会 
2001-02 国際奉仕委員長 
2006-07 幹事 
2011-12 職業奉仕委員長 
2012-13 クラブ奉仕委員長

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（4）

幹 事

日本紙工業㈱
代表取締役

ロータリー歴
2003.07 入会 
2009-10 地区研究グループ交換委員会副委員長
2010-11 地区職業研修チーム委員会 副委員長
2013-14 副会長 
2015-16 クラブ奉仕委員長 

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
米山功労者（2）

〒489-8511
瀬戸市見付町38-2　瀬戸商工会議所3F
TEL 0561-84-1160　FAX 0561-84-0116
E-mail seto@roary.ne.jp
URL http://www.rotary.ne.jp/setorc/

事
務
所

〒489-8511
瀬戸市見付町38-2　瀬戸商工会議所
TEL 0561-82-3123

例
会
場

東尾張分区

瀬戸
ＲＣ

■例会日／水
■開会時間／12:30

会 長

㈱シー・エフ・ジー
代表取締役

ロータリー歴
2003.12 入会 
2010-11 幹事 
2014-15 副会長/クラブ奉仕委員長 
2015-16 会長エレクト/地区副幹事

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー

幹 事

青山硝子㈱
代表取締役社長

ロータリー歴
2003.07 入会 
2009-10 親睦活動委員会委員長 
2010-11 会員増強委員会委員長 
2012-16 地区米山奨学委員会委員 
2015-16 副幹事/地区スタッフ

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー

〒491-0858
一宮市栄四丁目6番8号　一宮商工会議所ビル5階
TEL 0586-24-1959　FAX 0586-71-4390
E-mail icrc@alpha.ocn.ne.jp
URL http://www.138crc.com

事
務
所

〒491-0858
一宮市栄四丁目6番8号　一宮商工会議所ビル3階 
TEL 0586-72-4611

例
会
場

西尾張分区

一宮中央
ＲＣ

■例会日／水
■開会時間／18:00

会 長

㈲ファーマシーサンモール
代表取締役

ロータリー歴
2003.2 入会 
2008-09 職業奉仕委員長 
2010-11 幹事 
2012-13 国際奉仕委員長
2015-16 会長エレクト

ポール・ハリス・フェロー
米山功労者（3）

幹 事

イチコウ建設㈱
代表取締役

ロータリー歴
2007.7 入会 
2011-12 社会奉仕委員長 
2013-14 ＳＡＡ 
2015-16 副幹事

ポール・ハリス・フェロー

〒481-0004
北名古屋市鹿田坂巻5-1
TEL 0568-25-4701　FAX 0568-25-4702
E-mail Kita2a-owarichuo-rc@rhmthm.ocn.ne.jp

事
務
所

〒450-0002　名古屋市中村区名駅1-2-4　名鉄グランドホテル11F（第2.3例会）
名古屋市西区山田町上小田井東古川3117　CBC自動車学校（第1.4例会）
TEL 052-582-2232　FAX 052-501-0528

例
会
場

西尾張分区

尾張中央
ＲＣ

■例会日／水
■開会時間／12:30

会 長

キザイテクト㈱
代表取締役

ロータリー歴
2004.4 入会 
2008-09 西尾張分区幹事 
2009-10 クラブ奉仕委員長 
2010-11 幹事 
2015-16 会長エレクト

ポール・ハリス・フェロー

幹 事

朝日急配㈱
代表取締役

ロータリー歴
2005.12 入会 
2008-09 出席委員長 
2010-11 社会奉仕委員長 
2012-13 新世代委員長 
2015-16 クラブ奉仕委員長

ポール・ハリス・フェロー

〒450-6002　名古屋市中村区名駅一丁目1番4号
名古屋マリオットアソシアホテル2225号室
TEL 052-533-8521　FAX 052-533-8545
E-mail info@nagoyakiyosu-rc.jp
URL http://www.nagoyakiyosu-rc.jp

事
務
所

〒450-6002　名古屋市中村区名駅一丁目1番4号 
名古屋マリオットアソシアホテル17階ルピナス
TEL 052-584-1111

例
会
場

西尾張分区

名古屋清須
ＲＣ

■例会日／火
■開会時間／12:30

会 長

Ｋグラフィック㈱
代表取締役

ロータリー歴
2010.7　入会
2012-13 幹事 
2013-14 青少年奉仕委員長 
2014-15 社会奉仕委員長 
2015-16 会長エレクト

ポール・ハリス・フェロー

幹 事

㈱ヤスウラ設計
代表取締役所長

ロータリー歴
2012.1 入会
2013-14 副会長 
2014-15 職業奉仕委員長 
2015-16 副幹事

米山功労者

〒453-0015
名古屋市中村区椿町17-16　丸元ビル５F
TEL 052-451-6617　FAX 052-451-6710
E-mail kk01-ama@eos.ocn.ne.jp

事
務
所

〒450-0002
名古屋市中村区名駅1-2-4　名鉄グランドホテル
TEL 052-582-2211

例
会
場

西尾張分区

あま
ＲＣ

■例会日／月
■開会時間／13:30

会 長

㈱大篠建設
代表取締役

ロータリー歴
1999.9 入会 
2007-08 職業奉仕委員長 
2010-11 社会奉仕委員長 
2012-13 新世代奉仕委員長 
2014-15 副会長 
2015-16 会長エレクト

ポール・ハリス・フェロー

幹 事

㈲元海
取締役

ロータリー歴
2010.4 入会 
2012-13 親睦活動委員長 
2014-15 会場委員長 
2015-16 副幹事

米山功労者
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みなみむら　ともゆき ながお　ひでよし

なかざわ　まさよしなるせ　ひろやす

おくだ　かつらたなべ　まさひこ

いとう　やすすけ なわ　ちひろ

やまだ　なおきいとう　じゅん

すざき　ゆうぞうたけだ　ひであき

南村 朋幸 長尾 偉義

仲澤 昌容成瀬 浩康

奥田 桂良田邊 雅彦

伊藤 靖祐 名和 千博

山田 直樹伊藤 純

須崎 侑三武田 英昭

〒489-8511
瀬戸市見付町38-2　瀬戸商工会議所　3Ｆ
TEL 0561-84-1170　FAX 0561-84-1219
E-mail info@seto-north-rc.com
URL http://www.seto-north-rc.com

事
務
所

〒489-8511
瀬戸市見付町38-2　瀬戸商工会議所
TEL 0561-82-3123

例
会
場

東尾張分区

瀬戸北
ＲＣ

■例会日／火
■開会時間／12:30

会 長

品野台造園㈱
会長

ロータリー歴
2001.04 入会 
2008-09 幹事 
2011-12 会計 
2013-14 会員選考・増強委員長 
2014-15 副会長 
2015-16 会長エレクト

ポール・ハリス・フェロー／ベネファクター 
米山功労者

幹 事

㈱こだま
代表取締役社長

ロータリー歴
2007.08 入会 
2011-12 社会奉仕委員長 
2014-15 会員選考・増強委員長 
2015-16 副幹事 

ポール・ハリス・フェロー

〒450-0002
名古屋市中村区名駅4-3-10　東海ビル606
TEL 052-561-2405　FAX 052-571-2867

事
務
所

〒450-0002
名古屋市中村区名駅4-3-25　キャッスルプラザ
TEL 052-582-2121

例
会
場

東尾張分区

名古屋空港
ＲＣ

■例会日／月
■開会時間／12:30

会 長

㈱創美設計
取締役

ロータリー歴
1998-99 新世代委員長 
2000-01 社会奉仕委員長 
2009-10 職業奉仕委員長 
2011-12 幹事 
2012-13 会員増強委員長 
2015-16 会長エレクト

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
米山功労者

幹 事

三洋開発㈱
取締役

ロータリー歴
2012-13 社会奉仕委員長 
2014-15 職業奉仕委員長 
2015-16 副幹事

ポール・ハリス・フェロー

〒488-0801
尾張旭市東大道町原田2570-3　尾張旭市商工会館内3階
TEL 0561-54-1263　FAX 0561-54-8945
E-mail jimu@owariasahi-rc.org
URL http://owariasahi-rc.org

事
務
所

〒488-0801
尾張旭市東大道町原田2570-3　尾張旭市商工会館内2階
TEL 0561-54-1263　FAX 0561-54-8945

例
会
場

東尾張分区

尾張旭
ＲＣ

■例会日／金
■開会時間／12:30

会 長

㈱富士高
代表取締役

ロータリー歴
1997.12 入会 
2004-05 幹事 
2010-11 会長 
2015-16 会長エレクト 
 地区米山奨学委員会　副委員長

幹 事

プラス・アルファ㈱
代表取締役

ロータリー歴
2011-08 入会 
2014-15 幹事 

〒486-0844
春日井市鳥居松町5-45　春日井商工会議所5階
TEL 0568-81-8498　FAX 0568-82-0265
E-mail Kagi-rc@gaea.ocn.ne.jp

事
務
所

〒486-0931
春日井市松新町1-5　ホテルプラザ勝川
TEL 0568-36-2311　FAX 0568-36-2310

例
会
場

東尾張分区

春日井
ＲＣ

■例会日／金
■開会時間／12:30

会 長

㈱アース・トラベル
代表取締役

ロータリー歴
1990.5 入会 
2008-09 国際奉仕委員長 
2010-11 副会長 
2015-16 会長エレクト 

幹 事

ユーミンフード㈱
代表取締役

ロータリー歴
2011.2 入会 
2014-15 親睦活動委員長 
2015-16 副幹事

〒485-0041
小牧市小牧五丁目253　小牧商工会議所会館5階
TEL 0568-72-7770　FAX 0568-75-1870
E-mail info@komaki-rc.jp

事
務
所

〒485-0029
小牧市中央一丁目260　名鉄小牧駅ビル3階　小牧コミュニティホール
TEL 0568-73-6900　FAX 0568-73-6911

例
会
場

東尾張分区

小牧
ＲＣ

■例会日／水
■開会時間／12:30

会 長

加藤工業㈱
代表取締役

ロータリー歴
2007-08 会員増強委員長 
2008-09 親睦活動委員長 
2009-10 環境保全委員長 
2011-12 会員増強委員長
2012-13 クラブ奉仕委員長 
2013-14 クラブ幹事
2014-15 会員増強委員長
2015-16 会長エレクト

幹 事

㈱ワールド・クリーン
代表取締役

ロータリー歴
2010-11 地区RA副委員長 
2011-12 地区RA委員 
2012-13 クラブ親睦活動委員長 
2013-14 クラブ社会奉仕委員長 
2014-15 クラブ社会奉仕委員長 
2015-16 副幹事 

〒483-8205
江南市古知野町小金112 江南商工会館　別館１階
TEL 0587-55-6554　FAX 0587-59-7720
E-mail kounanrc@beach.ocn.ne.jp

事
務
所

〒483-8205
江南市古知野町小金112　江南商工会館１階大ホール 
TEL 0587-54-8132

例
会
場

東尾張分区

江南
ＲＣ

■例会日／木
■開会時間／12:30

会 長

学校法人　聖英学園
理事長

ロータリー歴
2004-05 副幹事
2006-07 親睦活動委員長
2007-08 SAA
2009-10 会員増強委員長
2010-11 国際奉仕委員長 
2013-14 幹事 

幹 事

大和エンタープライズ㈱ 
代表取締役社長

ロータリー歴
2012-13 親睦活動委員長
2013-14 副幹事
2014-15 SAA
2015-16 会員増強委員長
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あさのかつみ ふなはし しんじ

いなぐま　しげおおおしまあきお　　　

うめもと　かおるすずき　ただあき

浅野 勝美 舟橋 伸治

稲熊 茂男大島 昭夫

梅本 薫鈴木 忠明

ふかいし　きみひこ はせがわ ゆきまさ

もり　としあきひののりこ

あらかわ　えいたろうもりた　あつお

深石 公彦 長谷川 幸正

森 俊明日野 典子

荒川永太郎盛田 淳夫

〒450-6002　名古屋市中村区名駅1-1-4
名古屋マリオットアソシアホテル2223 
TEL 052-581-4715　FAX 052-581-7800
E-mail n-west@triton.ocn.ne.jp

事
務
所

〒450-6002　名古屋市中村区名駅1-1-4
名古屋マリオットアソシアホテル
TEL 052-584-1111

例
会
場

西名古屋分区

名古屋西
ＲＣ

■例会日／木
■開会時間／12:30

会 長

㈱アラクス
代表取締役専務

ロータリー歴
1991.3 入会 
2001-02 幹事 
2005-06 地区副幹事 
2006-07 副会長 
2012-13 ロータリー財団委員長 
2014-15 会計

ポール・ハリス・フェロー
米山功労者（1）

幹 事

東海キヨスク㈱
監査役

ロータリー歴
2004.8-06.6 静岡東ロータリークラブ在籍
2009.7 入会 
2011-12 国際奉仕委員長 
2012-13 社会奉仕委員長 
2013-14 会員増強委員長

米山功労者（1）

〒460‐0003
名古屋市中区錦1‐19‐30　名古屋観光ホテル内
TEL 052‐219‐1361　FAX 052‐219‐1362
E-mail rotary_nagoya@nyc.odn.ne.jp

事
務
所

〒460‐0003
名古屋市中区錦1‐19‐30　名古屋観光ホテル
TEL 052‐231‐7711

例
会
場

西名古屋分区

名古屋
ＲＣ

■例会日／火
■開会時間／12:30

会 長

敷島製パン㈱
取締役社長

ロータリー歴
1996.3 入会 
2004-05 幹事 
2007-08 ロータリー財団委員長 
2013-14 副会長

ポール・ハリス・フェロー／ベネファクター
米山功労者（3）

幹 事

大日コンクリート工業㈱
代表取締役社長

ロータリー歴
2010.10 入会 
2014-15 ＳＡＡ 
2015-16 副幹事

〒460-0008
名古屋市中区栄2-3-32アマノビル3Ｆ㈱メディアアート内
TEL 052-229-8601　FAX 052-229-8602
E-mail info@aichi-eclub.jp
URL http://aichi-eclub.jp

事
務
所

ウェブサイト上
例
会
場

東尾張分区

愛知ロータリー
Eクラブ

■例会日／毎週水曜0時～翌火曜0時
■開会時間／12:30

会 長

㈱エムアイシーグループ
専務取締役

ロータリー歴
2015-16 会長エレクト 
2016-17 会長

幹 事

㈱メディア　アート
代表取締役

ロータリー歴
2014-15 幹事 
2015-16 幹事 
2016-17 幹事

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
米山功労者

〒480-1103
長久手市岩作寺山51　マンション浅井102
TEL 0561-64-5446　FAX 0561-64-5459
E-mail a.nagakuterc@aurora.ocn.ne.jp

事
務
所

〒480-1118
長久手市横道41-100　トヨタ博物館小ホール
TEL 0561-64-5446　FAX 0561-64-5459

例
会
場

東尾張分区

愛知長久手
ＲＣ

■例会日／火
■開会時間／12:30

会 長

㈱テクノクラート
専務取締役

ロータリー歴
2009-10 職業奉仕委員長 
2010-11 親睦・プログラム委員長
2011-12 国際奉仕委員長 
2012-13 国際奉仕委員長 
2014-15 幹事 
2015-16 会長エレクト 

幹 事

㈱オフィス・アイ
代表取締役

ロータリー歴
2009-10 会長エレクト 
2010-11 会長 
2011-12 直前会長,選考・増強・分類委員長 
2012-13 選考・増強・分類委員長
 米山記念奨学会委員長 
2013-14 分区幹事,選考・増強・分類委員長
 米山記念奨学会委員長
2014-15 選考・増強・分類委員長
 米山記念奨学会委員長

〒460-0008
名古屋市栄2-4-11　チサンマンション広小路906号
TEL 052-201-1141　FAX 052-201-5679
E-mail t-jrc@ceres.ocn.ne.jp

事
務
所

〒460-0008
名古屋市栄3-1-8　名古屋栄東急REIホテル
TEL 052-251-0109

例
会
場

東尾張分区

名古屋城北
ＲＣ

■例会日／火
■開会時間／12:30

会 長

㈱小牧不動産
代表取締役

ロータリー歴
2012-13 ＳＡＡ 
2014-15 幹事

ポール・ハリス・フェロー

幹 事

㈱舟橋植木
代表取締役

ロータリー歴
2011-15 地区環境保全委員
2012-13 国際奉仕委員長 
2013-14 社会奉仕・環境保全委員長 
2014-15 職業奉仕委員長

ポール・ハリス・フェロー

〒480-0022
岩倉市栄町2丁目77番地　ロータリーヒーロー４階404号
TEL 0587-37-5152　FAX 0587-37-5147
E-mail iwkr-rc@abelia.ocn.ne.jp

事
務
所

〒482-0043
岩倉市本町神明西20番地　サクランド岩倉２階
岩倉市生涯学習センター

例
会
場

東尾張分区

岩倉
ＲＣ

■例会日／火
■開会時間／12:30

会 長

㈱ガード・サービス
代表取締役

ロータリー歴
2008-09 幹事 
2010-11 会長 
2012-13 幹事

ポール・ハリス・フェロー

幹 事

浅野不動産㈱
代表取締役

ロータリー歴
2006-07 幹事 
2008-09 会長 
2011-12 分区幹事 
2012-13 会長

ポール・ハリス・フェロー
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ふじた　あきお むろはら　くにひこ

ながの　みつよしおおたけやま　ゆうじ

はやし　じゅんじせきや　としゆき

藤田 彰男 室原 國彦

永野 光容大竹山 雄二

林 順治関谷 俊征

ばば　けんじ すずき　てつ

かじた　さとるしもざと　たくや

てるい　しおりやぎさわ　みきお

馬場 研治 鈴木 哲

梶田 知下郷 卓弥

照井 栞八木沢 幹夫

〒460-0008
名古屋市中区栄4-6-5  丸越ビル6Ｆ
TEL 052-251-0181　FAX 052-251-0337

事
務
所

〒460-0008
名古屋市中区栄4-6-8　名古屋東急ホテル
TEL 052-251-2411　FAX 052-251-5635

例
会
場

西名古屋分区

名古屋大須
ＲＣ

■例会日／木
■開会時間／12:30

会 長

㈱オリズボイスステーション
代表取締役

ロータリー歴
2003.7 入会 
2008-09 親睦活動委員長 
2010-11 Ｓ．Ａ．Ａ． 
2011-12 社会奉仕委員長 
2013-14 副会長 
2015-16 会長エレクト

米山功労者（2）

幹 事

㈱愛林会
代表取締役

ロータリー歴
2011.5 入会 
2013-14 新世代奉仕委員長 
2014-15 広報委員長 
2015-16 副幹事

ポール・ハリス・フェロー

〒460-0008
名古屋市中区栄1-1-3　ヒルトン名古屋15階
TEL 052-211-3803　FAX 052-211-2623

事
務
所

〒460-0008
名古屋市中区栄1-3-3　ヒルトン名古屋
TEL 052-212-1111

例
会
場

西名古屋分区

名古屋瑞穂
ＲＣ

■例会日／木
■開会時間／12:30

会 長

八木沢耳鼻咽喉科医院
院長

ロータリー歴
2008-09 Ｒ財団委員長 
2012-13 新世代奉仕委員長 
2013-14 社会奉仕委員長 
2015-16 会長エレクト

ポール・ハリス・フェロー
米山功労者

幹 事

中衛工業㈱
代表取締役社長

ロータリー歴
2012-13 親睦活動委員長 
2014-15 会場委員長 
2014-15 地区副幹事 
2015-16 副幹事

ポール・ハリス・フェロー
米山功労者

〒460-0003
名古屋市中区錦1-19-30　名古屋観光ホテル内
TEL 052-231-1687　FAX 052-202-1703
E-mail info@nagoyanaka-rc.org

事
務
所

〒460-0003
名古屋市中区錦1-19-30　名古屋観光ホテル
TEL 052-231-7711

例
会
場

西名古屋分区

名古屋中
ＲＣ

■例会日／月
■開会時間／12:30

会 長

㈱マルト水谷
代表取締役社長

ロータリー歴
1998 入会 
2004-05 親睦活動委員長 
2007-08 S.A.A. 
2010-11 幹事 
2015-16 会長エレクト

幹 事

豊丸産業㈱
代表取締役社長

ロータリー歴
2005-06 入会 
2008-09 環境保全委員長 
2009-10 親睦活動委員長 
2011-12 会員増強委員長 
2015-16 副幹事

〒450-6002　名古屋市中村区名駅1-1-4
名古屋マリオットアソシアホテル2203号室
TEL 052-583-0010　FAX 052-583-0009
E-mail serc@h3.dion.ne.jp

事
務
所

〒450-6002　名古屋市中村区名駅1-1-4
名古屋マリオットアソシアホテル
TEL 052-584-1111

例
会
場

西名古屋分区

名古屋東南
ＲＣ

■例会日／水
■開会時間／12:30

会 長

しもざとクリニック
院長

ロータリー歴
2008-09 地区副幹事（片山ガバナー年度）
2009-10 幹事 
2009-13 地区研修委員会 
2014-15 会員増強委員長

ポール・ハリス・フェロー／ベネファクター
米山功労者（3）

幹 事

㈱ジェイトップ
顧問

ロータリー歴
2013-14 会員増強委員長 
2014-15 地区会員増強委員 
2015-16 幹事エレクト

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（3） 

〒450-6002　名古屋市中村区名駅1-1-4 
名古屋マリオットアソシアホテル2222号室
TEL 052-586-2955　FAX 052-586-2956
E-mail office@portnagoya-rc.com

事
務
所

〒450-6002　名古屋市中村区名駅1-1-4
名古屋マリオットアソシアホテル
TEL 052-584-1111　FAX 052-584-1125

例
会
場

西名古屋分区

名古屋みなと
ＲＣ

■例会日／金
■開会時間／12:30

会 長

㈱ビーウエスト
代表取締役

ロータリー歴
1997.3 入会 
2001-02 国際奉仕委員長（理事）
2005-06 地区財団・年次寄付委員長 
2006-07 幹事（役員）
2011-12 プログラム委員長（理事）
2014-15 副会長（役員）
2015-16 会長エレクト（役員）

ポール・ハリス・フェロー
ベネファクター

幹 事

㈲シャイニング
代表取締役社長

ロータリー歴
2011.11 入会 
2013-14 親睦活動委員長 
2015-16 社会奉仕委員長（理事）・副幹事

ポール・ハリス・フェロー

〒460-8608
名古屋市中区錦1-19-30　名古屋観光ホテル内
TEL 052-221-653　FAX 052-222-3626
E-mail info＠nagoyasouth-rc.jp
URL http://www.nagoyasouth-rc.jp/

事
務
所

〒460-8608
名古屋市中区錦1-19-30　名古屋観光ホテル
TEL 052-231-7711

例
会
場

西名古屋分区

名古屋南
ＲＣ

■例会日／水
■開会時間／12:30

会 長

内田橋住宅㈱
代表取締役社長

ロータリー歴
1988.8 入会 
1993-94 SAA 
2004-05 幹事 
2006-07 会計 
1998-01 地区　世界社会奉仕委員、副委員長
2007-08 地区　I T委員
2008-11 地区　総務委員長

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（3）

幹 事

赤津機械㈱
代表取締役

ロータリー歴
2003.5 入会 
2009-10 理事　新世代 
2012-13 理事　親睦活動委員長 
2014-15 SAA

ポール・ハリス・フェロー
米山功労法人
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かさはら　たけし ほそい　としお

なりた　かつひこじんぽ　まこと

ばん　ひでおみいとう　まさき

笠原 猛 細井 俊男

成田 勝彦神保 誠

坂 英臣伊藤 正樹

やまだ　しんや きのした　ふくお

もりた　まさきふじい　えんりゅう

かがみ　おさむいけや　さとる

山田 慎也 木下 福郎

森田 正樹藤井 圓隆

各務 修池谷 悟

〒460-0008
名古屋市中区栄4-6-5　丸越ビル6F
TEL 052-262-7580　FAX 052-262-7810
E-mail nnorthrc@poppy.ocn.ne.jp
URL http://nagoyakita-rc.com/

事
務
所

〒460-0008
名古屋市中区栄4-6-8　名古屋東急ホテル
TEL 052-251-2411　FAX 052-251-5635

例
会
場

東名古屋分区

名古屋北
ＲＣ

■例会日／金
■開会時間／12:30

会 長

ミソノサービス㈱
代表取締役

ロータリー歴
1989 入会 
2000-01 職業奉仕委員長 
2005-06 ロータリー財団委員長 
2008-09 会員増強委員長 
2012-13 副会長、クラブ奉仕委員長 
2015-16 会長エレクト、長期ビジョン委員長

幹 事

㈱坂角総本舗
代表取締役会長

ロータリー歴
2010 入会 
2012-13 会員増強委員長 
2013-14 親睦活動委員長 
2014-15 プログラム委員長 
2015-16 副幹事

〒446-0003
愛知県名古屋市中区錦2-15-15　豊島ビル3階 
TEL 090-6333-2072　FAX 052-211-0230
E-mail info@chubunagoyamirai.jp
URL https://www.facebook.com/unagoyamirai

事
務
所

〒446-0003
愛知県名古屋市中区錦2-15-15　豊島ビル3階
TEL 090-6333-2072　FAX 052-211-0230

例
会
場

西名古屋分区

中部名古屋
みらい
ＲＣ

■例会日／隔週水
■開会時間／19:30

会 長

㈱インシュアランスサービス　名古屋支店
役員待遇　営業部長

ロータリー歴
2009 入会（チャターメンバー） 
2012-現在 ロータリー財団　財団学友会　代表幹事 
2012-2013 ロータリー財団、学友委員会　副委員長 
2012-2013 幹事 
2015-2016 会長エレクト 
2016-2017 会長

財団　学友委員会　委員

幹 事

社会医療法人宏潤会大同病院
歯科口腔外科　主任部長

ロータリー歴
2009 入会（チャターメンバー）
2011-12 会長エレクト 
2012-13 会長 
2016-17 幹事

〒460-0008　名古屋市中区栄3-29-1
名古屋クレストンホテル1007号
TEL 052-263-1324　FAX 052-263-0730
E-mail Seinan1@fancy.ocn.ne.jp

事
務
所

〒460-0008　名古屋市中区栄3-29-1
名古屋クレストンホテル　TEL 052-264-8000
FAX 052-264-8190

例
会
場

西名古屋分区

名古屋丸の内
ＲＣ

■例会日／木
■開会時間／12:30

会 長

アイセイハード㈱
代表取締役

ロータリー歴
2009-10 クラブ副幹事　理事 
2010-11 クラブ幹事　役員 
2015-16 会長エレクト　役員

マルチプルポール・ハリス・フェロー 
米山功労者

幹 事

㈱テクニカルシステム社
代表取締役

ロータリー歴
2009-10 クラブ社会奉仕委員長　理事 
2011-12 クラブ新世代委員長　理事 
2012-13 クラブ親睦活動委員長　理事 
2015-16 クラブ職業奉仕委員長　理事

〒453-0015　名古屋市中村区椿町6-9
名鉄ニュ-グランドホテル8Ｆ
TEL 052-453-0808　FAX 052-453-0800
E-mail meiekirc@f5.dion.ne.jp
URL http://www.nagoya－meiekirc.com 

事
務
所

〒453-0015　名古屋市中村区椿町6-9
名鉄ニュ-グランドホテル
TEL 052-452-5511　FAX 052-452-5893

例
会
場

西名古屋分区

名古屋名駅
ＲＣ

■例会日／水
■開会時間／12:30

会 長

大黒寺
住職

ロータリー歴
2004-05 理事・親睦活動・家族委員長 
2006-07 理事・国際奉仕委員長 
2010-11 役員・副会長・ｸﾗﾌﾞ奉仕委員長 
2011-12 理事・新世代（青少年）奉仕委員長
2012-14 理事・国際奉仕委員長 
2015-16 役員・会長エレクト

M3米山功労者
M2ポール・ハリス・フェロー

幹 事

㈱名神製作所
代表取締役

ロータリー歴
2015-16 役員・副幹事

〒450-6002　名古屋市中村区名駅1-1-4
名古屋マリオットアソシアホテル2202
TEL 052-586-2043　FAX 052-586-2054
E-mail info@meinan-rotary.com
URL http://www.meinan-rotary.com

事
務
所

〒450-6002　名古屋市中村区名駅1-1-4
名古屋マリオットアソシアホテル
TEL 052-584-1111

例
会
場

西名古屋分区

名古屋名南
ＲＣ

■例会日／火
■開会時間／18:30

会 長

㈱フジテック 
代表取締役社長

ロータリー歴
1991.2 入会 
2008-09 副幹事 
2009-10 幹事 
2014-15 会計 
2015-16 会長エレクト

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
米山功労者（2）

幹 事

新日本印刷㈱
代表取締役社長

ロータリー歴
2003.7 入会 
2014-15 社会奉仕委員長 
2015-16 副幹事

ポール・ハリス・フェロー
米山功労者

〒460-0008
名古屋市中区栄3-31-25　サンテアビタシオン503
TEL 052-242-6848　FAX 052-242-6208
E-mail rc-sakae@courante.plala.or.jp
URL http://sakaerc.main.jp

事
務
所

〒460-0008
名古屋市中区栄3-29-1　名古屋クレストンホテル
TEL 052-264-8000

例
会
場

西名古屋分区

名古屋栄
ＲＣ

■例会日／月
■開会時間／18:00

会 長

㈱伊勢木
代表取締役社長

ロータリー歴
1990.5 入会（チャーター）
2011-12 地区環境保全　副委員長 
2013-14 ＳＡＡ 
2014-15 幹事 
2015-16 会長エレクト

Ｐ．Ｈ．Ｆ．
米山功労者（3）

幹 事

宝交通㈱
代表取締役社長

ロータリー歴
2011.1 入会 
2014-15 会員増強委員長 
2015-16 副幹事
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こうのや　としもり しちだ　りゅうじ

しもいで　けいすけかしわぎ　ひろき

國府谷 俊盛 七田 隆二

下出 啓介柏木 博喜

すずき　けんご うかい　まさはる

あだちつとむたかぎ　いっぺい

鈴木 建吾 鵜飼 昌治

足立 勉髙木 一平

〒460-0003　名古屋市中区錦三丁目23番3号
名古屋国際ホテル1214号室
TEL 052-962-9216　FAX 052-962-9207
E-mail nmrc@nifty.com

事
務
所

〒460-0003　名古屋市中区錦三丁目23番3号
名古屋国際ホテル
TEL 052-961-3111　FAX （代表）

例
会
場

東名古屋分区

名古屋名東
ＲＣ

■例会日／火
■開会時間／12:30

会 長

名古屋国際特許業務法人
会長

ロータリー歴
1992-93 国際奉仕委委員長 
1993-94 社会奉仕委員長 
1994-95 会員増強委員長 
1999-00 幹事 
2001-02 プログラム委員長 
2003-04 ロータリー財団委員長 

幹 事

エレックヒシキ㈱
代表取締役社長

ロータリー歴
2011-12 出席・ニコボックス委員長 
2012-13 理事　副ＳＡＡ 
2013-14 インターアクト委員長 
2014-15 職業奉仕委員長 
2015-16 副幹事・地区インターアクト委員

〒460-0002　名古屋市中区丸の内3-19-14
財形久屋セントラルハイツ（林敬ビル）902号室
TEL 052-684-6591　FAX 052-684-6592
E-mail wago-rc@infonia.ne.jp

事
務
所

〒451-8551
名古屋市西区樋の口町3番19号　ウェスティンナゴヤキャッスル
TEL 052-521-2121　FAX 052-531-3313

例
会
場

東名古屋分区

名古屋和合
ＲＣ

■例会日／水
■開会時間／12:30

会 長

医療法人　髙木耳鼻咽喉科医医院
理事長・院長

ロータリー歴
2003-04 ニコボックス委員長 
2006-07 国際奉仕委員長 
2010-11 プログラム委員長 
2014-15 出席委員長 
2015-16 会長エレクト

米山功労者（3）

幹 事

㈱日東建設
代表取締役社長

ロータリー歴
2010-11 親睦活動委員長 
2012-13 会場運営委員長 
2014-15 職業奉仕委員長 
2015-16 副幹事 
2009-11 地区研究グループ交換委員 
2011-12 地区職業研修チーム委員  

〒450-6002　名古屋市中村区名駅1-1-4
名古屋マリオットアソシアホテル2221号室
TEL 052-561-7559　FAX 052-561-1590
E-mail myrotary1964@bz01.plala.or.jp
URL http://business4.plala.or.jp/moriyama

事
務
所

〒450-6002　名古屋市中村区名駅1-1-4
名古屋マリオットアソシアホテル
TEL 052-584-1111

例
会
場

東名古屋分区

名古屋守山
ＲＣ

■例会日／水
■開会時間／12:30

会 長

㈱ホンダ名古屋
代表取締役社長

ロータリー歴
2003.6 入会 
2012-13 幹事 
2013-14 副幹事、ロータリー情報委員長（兼務）
2014-15 幹事 
2015-16 会長エレクト、ロータリー情報委員長（兼務）
2009-13 地区環境保全委員会委員

ポール・ハリス・フェロー
米山功労者

幹 事

㈱エンジニアリング中部 
代表取締役

ロータリー歴
2011.10 入会 
2014-15 親睦活動委員長 
2015-16 副幹事、クラブ奉仕委員長（兼務）

〒460-0003
名古屋市中区錦三丁目14番25号　アサヒビル６階 
TEL 052-971-8686　FAX 052-971-8855
E-mail Rc.e.ngo@aioros.ocn.ne.jp
URL http://higashirc.ecgo.jp/

事
務
所

〒451-8551　名古屋市西区樋の口町3番19号
ウェスティンナゴヤキャッスル
TEL 052-521-2121　FAX 052-531-3313

例
会
場

東名古屋分区

名古屋東
ＲＣ

■例会日／月	
■開会時間／12:30

会 長

㈱八幡ねじ
取締役社長

ロータリー歴
2002-03 幹事 
2009-10 親睦活動委員長 
2014-15 副会長 
2015-16 会長エレクト

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー（3）
米山功労者（8）

幹 事

（学）名古屋旭学園
理事長・園長

ロータリー歴
2010-11 国際奉仕委員長 
2011-12 環境保全委員長 
2013-14 副S.A.A. 
2015-16 副幹事

ポール・ハリス・フェロー
準米山功労者

すずき　しょうぞうかとう　あつこ
鈴木 聖三加藤 敦子

わたなべ　げんいちにしわき　りょういち
渡邊 源市西脇 良一

〒464-0067
名古屋市千種区池下1-4-15　泰明ビル3A
TEL 052-763-5110　FAX 052-763-5121
E-mail chikusa_rc@hkg.odn.ne.jp
URL http://www.chikusa-rc.jp

事
務
所

〒460-0008
名古屋市中区栄4-6-8　名古屋東急ホテル
TEL 052-251-2411

例
会
場

東名古屋分区

名古屋千種
ＲＣ

■例会日／火
■開会時間／12:30

会 長

医療法人社団　健翔会
理事長

ロータリー歴
2004.07 入会 
2009-10 親睦委員長 
2009-15 地区財団委員
2012-13 職業奉仕委員長 
2013-14 幹事 
2014-15 副会長 
2015-16 会長エレクト

幹 事

㈱東桜都市建築事務所
代表取締役社長

ロータリー歴
1987-02 名古屋東ＲＣ在籍 
2008.05 入会 
2011-12 親睦委員長 
2012-13 国際奉仕委員長 
2012-15 地区米山委員
2015-16 副幹事 

〒460-0003　名古屋市中区錦3-15-30
ΛΡΛＨＯＴＥＬ名古屋錦560号室 
TEL 052-961-2399　FAX 052-961-2391
E-mail meihokrc@beach.ocn.ne.jp
URL http://www.meihoku-rc.org/

事
務
所

〒460-0003　名古屋市中区錦3-15-30
ΛΡΛＨＯＴＥＬ名古屋錦
TEL 052-953-5111

例
会
場

東名古屋分区

名古屋名北
ＲＣ

■例会日／水
■開会時間／12:30

会 長

㈱ニシワキ
取締役副社長

ロータリー歴
2005-07 地区社会奉仕副委員長
2007-08 会長エレクト・クラブ奉仕委員長（兼任）
2007-13 地区未来委員 
2008-09 会長 
2008-11 地区社会奉仕委員長 
2015-16 会長エレクト・クラブ奉仕委員長（兼任）

幹 事

（株）ボンタイン珈琲本社
代表取締役副社長

ロータリー歴
2006-07 米山記念奨学会委員長 
2008-09 会報・雑誌・広報委員長 
2010-11 ロータリー財団委員長 
2011-12 職業奉仕委員長 
2013-14 社会奉仕委員長 
2015-16 副幹事
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すはら　しげき なかやま　のぶよし

こだま　ただおくの　よういち

須原 茂樹 中山 信義

小玉 忠雄久野 洋一

かとう　あつし はやし　みつお

かとう　かんじろうかねだ　ひでかず

加藤 厚 林 光夫

加藤 寛治郎金田 英和

〒490-1221
あま市金岩村36　美和保園内
TEL 052-462-0030　FAX 052-444-1735
E-mail rc@nagoya-aoi.com
URL http://www.nagoya-aoi.com

事
務
所

〒461-0004　名古屋市東区葵1-12-23
カトリック布池教会聖ヨゼフ館
TEL 052-935-7790　FAX 052-936-1382

例
会
場

東名古屋分区

名古屋葵
ＲＣ

■例会日／木
■開会時間／第一週のみ19：00
　第二週以降8：00

会 長

㈱万年堂
代表取締役

ロータリー歴
2013-14 青少年奉仕委員長 
2014-15 会計 
2015-16 会長エレクト・副会長

幹 事

小玉工業㈱
代表取締役

ロータリー歴
2011-12 職業奉仕委員長 
2012-13 社会奉仕委員長 
2014-15 ＳＡＡ 
2015-16 副幹事 

〒464-0841　名古屋市千種区覚王山通り8-24
覚王山グランド井筒401号
TEL 052-762-3458　FAX 052-762-3484
E-mail n-higashiyama@ray.ocn.ne.jp
URL http://www.higashiyama-rc.com/

事
務
所

〒464-0841
名古屋市千種区覚王山通り8-18　ホテルルブラ王山
TEL 052-762-3151

例
会
場

東名古屋分区

名古屋東山
ＲＣ

■例会日／木
■開会時間／12:30

会 長

サンコーリサイクル（株）
代表取締役

ロータリー歴
2002 入会 
2010-11 米山記念奨学委員長 
2011-12 クラブ奉仕委員長 
2013-14 国際奉仕委員長 
2014-15 副会長 
2015-16 会長エレクト

幹 事

㈱ソニックジャパン
ファイナンシャルプランナー

ロータリー歴
2008 入会
2010-11 新世代・ＲＡ・ＩＡ副委員長 
2011-12 社会奉仕副委員長
2012-13 米山記念奨学委員長 
2015-16 副幹事

〒460-0003
名古屋市中区錦3-10-28　第一錦ｴｽﾃｰﾄﾞﾋﾞﾙ4階A号
TEL 052-971-3005　FAX 052-971-3006
E-mail n.s.k.rc@crux.ocn.ne.jp
URL http://rcnishiki.org/

事
務
所

〒460-0003
名古屋市中区錦3-11-13　名古屋ガーデンパレス
TEL 052-957-1022　FAX 052-957-1723

例
会
場

東名古屋分区

名古屋錦
ＲＣ

■例会日／火
■開会時間／12:30

会 長

（株）コスモシステム
代表取締役

ロータリー歴
1996.04 入会／青少年活動委員長
1998-99 会場監督 
2000-01 幹事 
2004-05 クラブ奉仕委員長 
2009-10 副会長 
2015-16 会長エレクト 

幹 事

中山・ ・加藤法律事務所
所長

ロータリー歴
1996.04 入会 
2001-02 会場設営委員長 
2003-04 幹事 
2005-06 親睦活動委員長 
2009-10 会長 
2012-13 会場監督

〒460-0008
名古屋市中区栄4-6-5　丸越ビル6Ｆ
TEL 052-241-7522　FAX 052-241-7521
E-mail nagoya-showarc1992@biscuit.ocn.ne.jp
URL http://nagoyashowa-rc.org

事
務
所

〒460-0008
名古屋市中区栄4-6-8　名古屋東急ホテル
TEL 052-251-2411

例
会
場

東名古屋分区

名古屋昭和
ＲＣ

■例会日／月
■開会時間／12:30

会 長

加藤総合法律事務所
代表

ロータリー歴
1992.05 入会（チャーターメンバー）
1992-93 ロータリー財団委員長 
2012-13 東名古屋分区分区幹事
2013-14 社会奉仕委員長 
2014-15 副会長 
2015-16 会長エレクト・クラブ奉仕委員長

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（マルチプル）

幹 事

名古屋交産㈱
代表取締役

ロータリー歴
2011.01 入会 
2012-13 新世代奉仕副委員長 
2013-14 青少年奉仕委員長
2014-15 副S.A.A. 
2015-16 副幹事

ポール・ハリス・フェロー
米山功労者

やまもと　みつのぶきくち　ふじこ
山本 光伸菊地 富士子

ささき　としまささくらい　たかみつ
佐々木 利政櫻井 孝充

〒440-0075
豊橋市花田町石塚42-1　豊橋商工会議所内
TEL 0532-53-3774　FAX 0532-56-6006 
E-mail info@toyohashi-rc.jp
URL http//www.toyohashi-rc.jp

事
務
所

〒440-0888
豊橋市駅前大通1-55　ホテルアークリッシュ豊橋
TEL 0532-51-1120　FAX 0532-51-1121

例
会
場

東三河分区

豊橋
ＲＣ

■例会日／木
■開会時間／12:30

会 長

佐々木繊維㈱
代表取締役社長

ロータリー歴
2003-04 国際奉仕委員長 
2009-10 副幹事・プログラム委員長 
2010-11 幹事 
2011-12 地区青少年交換　委員
2015-16 会長エレクト

ポール・ハリス・フェロー
米山功労者

幹 事

㈱小倉屋
代表取締役

ロータリー歴
2009-10 新世代委員長 
2010-11 地区インターネット委員会　委員 
2013-14 職業奉仕委員長 
2015-16 副幹事・プログラム委員長

ポール・ハリス・フェロー
米山功労者

〒460-0008　名古屋市中区栄4-6-5
丸越ビル6Ｆ名古屋北RC事務局内
TEL 080-5107-8781
E-mail kaicho@nagoya-iris-rc.jp

事
務
所

〒460-0023　名古屋市中区金山町1-1-1
ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋
TEL 052-683-4111　FAX 052-683-4121

例
会
場

東名古屋分区

名古屋
アイリス
ＲＣ

■例会日／水
■開会時間／13:00

会 長

櫻井造園
代表

ロータリー歴
2015-16 会長エレクト

幹 事

㈲南天ファーマシー
代表取締役

ロータリー歴
2015-16 副幹事
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ほんだ　ひろのぶ おおいし　よしじ

みやざき　みかおおむら　こうじ

なつめ　たくみしらい　おさむ

本多 宏亘 大石 佳史

宮崎 三佳大村 幸司

夏目 工白井 収

すずき　やすひと さとう　もとひで

いしぐろ　としまさもりひさ　ひろし

さとう　たいじゅんにしかわ　しげる

鈴木 康仁 佐藤 元英

石黒 利昌森久 宏

佐藤 泰惇西川 滋

〒441-1326
新城市字中野15-10　新城市商工会館２階
TEL 0536-23-2354　FAX 0536-23-4844
E-mail shinshiro-rc@coda.ocn.ne.jp

事
務
所

〒441-1326
新城市字中野15-10　新城市商工会館３階
TEL 0536-22-1778

例
会
場

東三河分区

新城
ＲＣ

■例会日／金
■開会時間／12:30

会 長

勝楽寺
住職

ロータリー歴
1989-90 社会奉仕 
1991-92 会員増強 
1996-97 職業奉仕 
2014-15 クラブ奉仕・Ｒ財団 
2015-16 会長エレクト

米山功労者

幹 事

㈱金山
代表取締役

ロータリー歴
2011-12 新世代 
2012-13 ＳＡＡ 
2014-15 会員増強 
2015-16 副幹事

ポール・ハリス・フェロー
準米山功労者

〒440-0075
豊橋市花田町石塚42-1　豊橋商工会議所内
TEL 0532-55-9329　FAX 0532-39-7521
E-mail ty373-rc@arrow.ocn.ne.jp

事
務
所

〒440-0075
豊橋市花田町西宿無番地　ホテルアソシア豊橋
TEL 0532-56-8888　FAX 0532-57-1077

例
会
場

東三河分区

豊橋南
ＲＣ

■例会日／月
■開会時間／12:30

会 長

タクト㈱
代表取締役

ロータリー歴
1995.02 入会 
2012-13 幹事 
2015-16 会長エレクト 
2016-17 会長

ポール・ハリス・フェロー
米山功労者

幹 事

㈲植田屋染工場
代表取締役

ロータリー歴
2000.07 入会 
2010-11 社会奉仕委員長 
2015-16 副幹事 
2016-17 幹事

ポール・ハリス・フェロー 
準米山功労者

〒441-3421
田原市田原町巴江12-1　崋山会館3Ｆ
TEL 0531-22-0831　FAX 0531-23-1216
E-mail tahararc@cronos.ocn.ne.jp
URL http://www.tahararc.com/

事
務
所

〒441-3421
田原市田原町稗田76-1　蒲郡信用金庫田原支店2Ｆ
TEL 0531-22-1131

例
会
場

東三河分区

田原
ＲＣ

■例会日／木
■開会時間／12:30

会 長

イノチオホールディングス㈱
常務取締役

ロータリー歴
1996.4 入会 
2004-05 会計 
2008-09 幹事 
2013-14 米山奨学カウンセラー 
2015-16 会長エレクト 
2016-17 会長 
マルチプルポール・ハリス・フェロー 
米山功労者

幹 事

㈱ホテルクリエイト
専務取締役

ロータリー歴
2009.1 入会 
2011-12 会場委員長 
2012-13 会計 
2014-15 国際奉仕委員長 
2015-16 プログラム長兼副幹事 
2016-17 幹事

〒442-8540
豊川市豊川町辺通4-4　豊川商工会議所会館内
TEL 0533-86-2100　FAX 0533-86-8889
E-mail tyrc@sala.or.jp
URL http://www.toyokawa-rc.jp/

事
務
所

〒442-0863
豊川市豊川町辺通4-4　豊川商工会議所会館
TEL 0533-86-4101　FAX 0533-84-1808
豊川市平尾町糠川11-31　東海カントリークラブ（第2例会のみ）
TEL 0533-87-2101　FAX 0533-88-2587

例
会
場

東三河分区

豊川
ＲＣ

■例会日／水
■開会時間／12:30

会 長

中日精工㈱
代表取締役会長

ロータリー歴
1996.04 入会 
2000-01 新世代委員長 
2007-08 幹事・創立50周年実行委員 
2009-10 地区スタッフ・親睦活動委員長 
2010-11 クラブ奉仕委員長 
2015-16 会長エレクト

幹 事

㈱豊栄建設
代表取締役

ロータリー歴
2009.07 入会 
2011-12 社会奉仕委員長 
2013-14 国際奉仕委員長 
2014-15 ＳＡＡ 
2015-16 副幹事, 地区米山奨学委員

〒440-0075
豊橋市花田町石塚42-1　豊橋商工会議所内
TEL 0532-53-1000　FAX 0532-53-6447
E-mail ty-n-rc@ty-n-rc.com

事
務
所

〒440-0888
豊橋市駅前大通1-55　ホテルアークリッシュ豊橋
TEL 0532-51-1120　FAX 0532-51-1121

例
会
場

東三河分区

豊橋北
ＲＣ

■例会日／火
■開会時間／12:30

会 長

ヤマサちくわ㈱
代表取締役社長

ロータリー歴
2003-04 新世代奉仕委員長 
2005-06 親睦活動委員長 
2007-08 会員増強委員長 
2009-10 副幹事 
2010-11 幹事 
2015-16 会長エレクト

幹 事

㈱大石商店
代表取締役

ロータリー歴
2010-11 広報委員長 
2012-13 新世代奉仕委員長
2015-16 副幹事

〒443-0034
蒲郡市港町18-23　蒲郡商工会議所3階
TEL 0533-69-1020　FAX 0533-69-2160
E-mail gama_rc@sk.aitai.ne.jp
URL gamagori-rc.jp

事
務
所

〒443-0031
蒲郡市竹島町15-1　蒲郡クラシックホテル
TEL 0533-68-1111

例
会
場

東三河分区

蒲郡
ＲＣ

■例会日／金
■開会時間／12:30

会 長

鈴中工業㈱
代表取締役社長

ロータリー歴
2002-03 会計 
2003-04 幹事 
2006-07 プログラム委員長 
2007-08 青少年奉仕委員長 
2008-09 会員増強委員長 
2009-10 職業奉仕委員長
2015-16 会長エレクト

幹 事

㈱蒲郡オレンジパーク
代表取締役社長

ロータリー歴
2008-09 会報委員長 
2009-10 プログラム委員長 
2011-12 職業奉仕委員長 
2012-13 スマイル委員長 
2013-14 国際奉仕委員長 
2015-16 会計、副幹事
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こまつ　ひろし おおしま　つぐお

おおたに　ひろたかかみや　かおる

みねざわ　あきひろひらの　まさひろ

小松 　浩 大島 嗣雄

大谷 弘隆神谷 馨

峰澤 彰宏平野 正博

みうら　まさよし かなだ　まさひろ

とみだ　まさひこうとう　しん

しばた　よしたかまつした　たいぞう

三浦 正好 金田 柾宏

冨田 政彦宇藤 信

柴田 芳孝松下 泰三

〒444-8611
岡崎市竜美南1丁目2番地　岡崎商工会議所5階
TEL 0564-55-0077　FAX 0564-55-0081
E-mail rc-okazaki@gol.com

事
務
所

〒444-0875
岡崎市竜美西2丁目2-7　岡崎出雲殿3階
TEL 0564-51-1100

例
会
場

西三河中分区

岡崎
ＲＣ

■例会日／水
■開会時間／12:30

会 長

㈱太陽社
代表取締役社長

ロータリー歴
1994 入会 
1998-99 IA委員長 
2002-03 RA委員長 
2009-10 幹事 
2014-15 副会長 
2015-16 会長エレクト

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（マルチプル）

幹 事

峰澤鋼機㈱
取締役社長

ロータリー歴
1999 入会 
2005-06 ロータリー財団委員長 
2006-07 国際奉仕委員長 
2010-11 米山記念奨学会委員長 
2014-15 岡崎RC奨学基金委員長
2015-16 副幹事

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（マルチプル）

〒440-0075
豊橋市花田町石塚42-1　豊橋商工会議所内
TEL 0532-56-8566　FAX 0532-39-7520
E-mail ty-e-rc@arrow.ocn.ne.jp
URL http://www.toyohashi-east-rc.jp

事
務
所

〒440-0888
豊橋市駅前大通1-55　ホテルアークリッシュ豊橋
TEL 0532-51-1120　FAX 0532-51-1121

例
会
場

東三河分区

豊橋東
ＲＣ

■例会日／水
■開会時間／12:30

会 長

松下法律事務所
所長

ロータリー歴
2001.7 入会
2010-11 副会長 
2011-12 Ｒ財団・米山奨学委員長 
2013-14 ＳＡＡ 
2015-16 会長エレクト

ポール・ハリス・フェロー
米山功労者

幹 事

㈱マキタ電機
代表取締役

ロータリー歴
1997.12 入会
2012-13 会長エレクト 
2013-14 会長 
2014-15 直前会長 
2015-16 副幹事

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
米山功労者

〒441-3421
田原市田原町巴江12-1　崋山会館３Ｆ
TEL 0531-22-5955　FAX 0531-22-7120
E-mail tprc0724@gmail.com
URL https://www.facebook.com/taharaprc

事
務
所

〒441-3421
田原市田原町巴江12-1　崋山会館１Ｆ
TEL 0531-22-1700

例
会
場

東三河分区

田原
パシフィック
ＲＣ

■例会日／火
■開会時間／19:00

会 長

㈲とみたフラワー
代表取締役社長

ロータリー歴
2007.3 入会 
2010-11 社会奉仕委員長 
2013-14 青少年奉仕委員長 
2015-16 会長エレクト

ポール・ハリス・準フェロー
準米山功労者

幹 事

㈱田原住設
代表取締役

ロータリー歴
2008.1 入会 
2012-13 青少年奉仕委員長 
2014-15 ＳＡＡ委員長 
2015-16 副幹事

ポール・ハリス・準フェロー 
準米山功労者

〒441-8061
豊橋市藤沢町141　ロワジールホテル豊橋本館9階926号室
TEL 0532-35-9973　FAX 0532-39-3743
E-mail golden@toyohashi-golden-rc.gr.jp
URL http://www.toyohashi-golden.rc.gr.jp

事
務
所

〒441-8061
豊橋市藤沢町141　ロワジールホテル豊橋
TEL 0532-48-3131　FAX 0532-47-6110

例
会
場

東三河分区

豊橋
ゴールデン
ＲＣ

■例会日／金
■開会時間／12:30

会 長

ウトウ商事㈲
代表取締役

ロータリー歴
1992.3 入会 
1998-99 国際奉仕委員長 
2008-09 職業奉仕委員長 
2011-12 幹事 
2015-16 会長エレクト

マルチプルポール・ハリス・フェロー 
米山功労者

幹 事

メガワールド㈱メガネ流通センター
代表取締役社長

ロータリー歴
1995.12 入会 
2001-02 新世代委員長 
2006-07 国際奉仕委員長 
2009-10 職業奉仕委員長 
2015-16 副幹事・プログラム委員長

ポール・ハリス・フェロー
準米山功労法人

〒442-8540
豊川市豊川町辺通4-4　豊川商工会議所3階
TEL 0533-86-2535　FAX 0533-86-8889
E-mail hoirc@sala.or.jp
URL http://toyokawahoi.tank.jp/index.html 

事
務
所

〒442-8540
豊川市豊川町辺通4-4　豊川商工会議所
TEL 0533-86-4101

例
会
場

東三河分区

豊川宝飯
ＲＣ

■例会日／火
■開会時間／12:30

会 長

カナダプロパン㈲
代表取締役

ロータリー歴
1987.3 入会 
1996-97 理事　職業奉仕委員長 
2000-01 理事　社会奉仕委員長 
2005-06 副幹事 
2006-07 幹事 
2015-16 理事　会長エレクト

ポール・ハリス・フェロー
米山功労者

幹 事

東和鋼業㈱
代表取締役

ロータリー歴
2003.7 入会 
2006-07 理事　国際奉仕委員長 
2010-11 理事　職業奉仕委員長 
2012-13 理事　国際奉仕委員長 
2014-15 理事　社会奉仕委員長 
2015-16 副幹事

〒441-3617
田原市福江町堂前50-6　蒲郡信用金庫渥美支店内
TEL 0531-32-1251　FAX 0531-32-1251
E-mail atsumi-rc@tees.jp
URL http://www.atsumirc.com

事
務
所

441- 3617
田原市福江町堂前50-6　蒲郡信用金庫渥美支店内 
TEL 0531-32-1251　FAX 0531-32-1251

例
会
場

東三河分区

渥美
ＲＣ

■例会日／水
■開会時間／12:30

会 長

㈲みうらや製麺
代表取締役

ロータリー歴
1998.2 入会
2005-06 職業奉仕委員長 
2006-07 副幹事 
2007-08 幹事 
2011-12 ＳＡＡ 
2014-15 副会長 
2015-16 会長エレクト

幹 事

㈱鳳

ロータリー歴
2009.11 入会
2012-13 ＳＡＡ 
2014-15 社会奉仕委員長 
2015-16 副幹事兼親睦委員長
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すずき　ひでかず しみず　しょういち

さかい　けんはやし　しげお

鈴木 秀和 清水 昌一

酒井 賢林 　茂男

すずき　もとひろ おかだ　こうじ

こばやし　きよふみつちや　こうすけ

鈴木 元弘 岡田 光司

小林 清文土屋 孝介

〒444-0864　岡崎市明大寺町字荒井33-1
グリーンヒルズ明大寺102号
TEL 0564-23-3065　FAX 0564-26-2085
E-mail okzk-erc@cello.ocn.ne.jp
URL http:/www.okazakieastrotary.org/

事
務
所

〒444-0863
岡崎市東明大寺町5番地1　岡崎市竜美丘会館
TEL 0564-25-2213

例
会
場

西三河中分区

岡崎東
ＲＣ

■例会日／木
■開会時間／12:30

会 長

㈱小林清文建築設計室
代表取締役

ロータリー歴
1996.11 入会 
2006-07 クラブ社会奉仕委員長 
2009-10 幹事 
2014-15 クラブ奉仕委員長 
2015-16 会長エレクト

マルチプルポール・ハリス・フェロー
米山功労者（4）マルチプル

幹 事

酒井建設㈱
代表取締役

ロータリー歴
2007.1 入会 
2012-13 地区社会奉仕委員 
2013-14 地区環境保全委員 
2014-16 地区社会奉仕委員

ポール・ハリス・フェロー 
米山功労者（1）

〒471‐0027
豊田市喜多町1‐140　名鉄トヨタホテル６F
TEL 0565‐33‐1717　FAX 0565‐33‐6331
E-mail tw-rc@star.ocn.ne.jp
URL http://www.tw-rc.jp

事
務
所

〒471‐0027
豊田市喜多町1‐140　名鉄トヨタホテル７F
TEL 0565‐35‐6611　FAX 0565‐35‐7811

例
会
場

西三河中分区

豊田西
ＲＣ

■例会日／月
■開会時間／12:30

会 長

土屋動物病院
顧問

ロータリー歴
1992.1 入会 
2011-12 新世代奉仕委員長 
2014-15 副会長 
2015-16 会長エレクト 

ポールハリスフェロー

幹 事

㈱中央トラベル
代表取締役

ロータリー歴
2006.2 入会 
2011-12 社会奉仕委員長 
2012-13 米山奨学委員長 
2015-16 副幹事

〒444‐0052
岡崎市康生町515‐33　岡崎ニューグランドホテル２F
TEL 0564‐84‐5779　FAX 0564‐84‐5799
E-mail okazakiminamirc@gol.com
URL http://www.okazakiminamirc.com

事
務
所

〒444‐0052
岡崎市康生町515‐33　岡崎ニューグランドホテル
TEL 0564‐21‐5111　FAX 0564‐21‐0109

例
会
場

西三河中分区

岡崎南
ＲＣ

■例会日／火
■開会時間／12:30

会 長

ブラザー印刷㈱
専務取締役

ロータリー歴
1993.2 入会 
2002-03 社会奉仕委員長 
2007-08 幹事 
2011-12 副会長 
2015-16 会長エレクト

マルチプルポール・ハリス・フェロー
米山功労者（マルチプル）

幹 事

清水電機㈱
代表取締役

ロータリー歴
2006.5 入会 
2008-09 クラブ会報委員長 
2011-12 ＳＡＡ 
2013-14 社会奉仕委員長 
2015-16 副幹事

ポール・ハリス・フェロー 

〒471-0027
豊田市喜多町2-160　ホテルトヨタキャッスル801
TEL 0565-32-5555　FAX 0565-32-5559
E-mail office@toyotarc.jp

事
務
所

〒471-0027
豊田市喜多町2-160　ホテルトヨタキャッスル2F
TEL 0565-31-2211　FAX 0565-31-3588

例
会
場

西三河中分区

豊田
ＲＣ

■例会日／木
■開会時間／12:30

会 長

（株）鈴鍵
代表取締役社長

ロータリー歴
1996.4 入会 
2004-06 地区環境保全委員 
2006-07 地区副幹事 
2009-12 地区環境保全委員長 
2012-13 幹事 
2012-15 地区東日本大震災プロジェクト委員長

ポール・ハリス・フェロー 
米山功労者（4）

幹 事

利達工業（株）
代表取締役

ロータリー歴
1998.4 入会 
2001-02 環境保全委員長（理事） 
2008-09 国際奉仕委員長（理事） 
2011-12 分区副幹事

ポール・ハリス・フェロー 
米山功労者（4）

いたくら　まさなおたなか　ひろみ
板倉 正直田中 宏美

あまの　くにひこかわい　よしひろ
天野 邦彦河合 芳弘

〒444-0005
岡崎市康生町515-33　岡崎ニューグランドホテル
TEL 0564-26-2666　FAX 0564-26-2667
E-mail info@okazaki-johnan-rc.net

事
務
所

〒444-0005
岡崎市康生町515-33　岡崎ニューグランドホテル

例
会
場

西三河中分区

岡崎城南
ＲＣ

■例会日／火
■開会時間／18:30

会 長

岡崎技研㈱
代表取締役

ロータリー歴
1989 入会 
2002-03 クラブ副幹事 
2003-04 クラブ幹事 
2009-10 クラブ奉仕委員長 
2015-16 クラブ会長エレクト

マルチプルポール・ハリス・フェロー
米山功労者

幹 事

板倉生花店
代表

ロータリー歴
2010 入会 
2014-15 広報雑誌会報委員長 
2015-16 副幹事

〒471-0027
豊田市喜多町2-160　ホテルトヨタキャッスル8F
TEL 0565-34-4333　FAX 0565-34-4333
E-mail Info＠toyota-e-rc.org

事
務
所

〒471-0027
豊田市喜多町2-160　ホテルトヨタキャッスル2F
TEL 0565-31-211　FAX 0565-31-3588

例
会
場

西三河中分区

豊田東
ＲＣ

■例会日／水
■開会時間／12:30

会 長

㈱カワイ
代表取締役

ロータリー歴
1988.3 入会 
1996-97 親睦活動委員長 
1998-99 ロータリー財団委員長 
2015-16 会長エレクト

ポール・ハリス・フェロー 
米山功労者（1）

幹 事

高岡総合事務所
所長

ロータリー歴
2008.7 入会 
2014-15 ロータリー財団委員長 
2015-16 副幹事

ポール・ハリス・フェロー 
準米山功労者
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クラブ会長・幹事ご紹介

すずき　かつひさ かとう　あつし

とや　なかばくめ　ひろあき

鈴木 克尚 加藤 敦

戸谷 　央久米 博明

いとう　たかもり すずき　ひろし

とみおか　さとみかとう　てつや

伊藤 隆守 鈴木 寛

冨岡 里美加藤 哲也

〒448-0843
刈谷市新栄町3-26　刈谷商工会議所3Ｆ
TEL 0566-22-2111　FAX 0566-25-2111
E-mail kariyarc@katch.ne.jp
URL http://www.kariya-rotary.com

事
務
所

〒448-0843
刈谷市新栄町3-26　刈谷商工会議所2Ｆ
TEL 0566-21-0370

例
会
場

西三河分区

刈谷
ＲＣ

■例会日／月
■開会時間／12:30

会 長

加藤哲也税理士事務所
所長

ロータリー歴
1992.9 入会 
2004-05 幹事 
2013-14 クラブ奉仕委員長 
2014-15 職業奉仕委員長 
2015-16 会長エレクト

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー  

幹 事

藤久運輸倉庫㈱
代表取締役

ロータリー歴
2003.12 入会 
2014-15 ロータリー財団委員長 
2015-16 副幹事 
2013-15 地区資金推進委員会副委員長 
2015-16 地区資金推進委員会委員長

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
ベネファクター

〒446-0032
安城市御幸本町15-1　碧海信用金庫本店3F
TEL 0566-75-8866　FAX 0566-74-5678
E-mail anjo-rc19580206@katch.ne.jp
URL http://www.anjo-rc.org

事
務
所

〒446-0032
安城市御幸本町15-1　碧海信用金庫本店3F
TEL 0566-75-8866　FAX 0566-74-5678

例
会
場

西三河分区

安城
ＲＣ

■例会日／金
■開会時間／12:30

会 長

おかずや+café
店主

ロータリー歴
2002.5 入会 
2008-09 会計 
2014-15 副会長 
2015-16 会長エレクト

ポール・ハリス・フェロー／ベネファクター
米山功労者（3）

幹 事

㈱プロスティール戸谷
代表取締役

ロータリー歴
2005.7 入会 
2009-10 社会奉仕委員長 
2015-16 副幹事

ポール・ハリス・フェロー
米山功労者（3）

〒471-0034
豊田市小坂本町1-129　グレース小坂本町203号
TEL 0565-36-0057　FAX 0565-36-0067
E-mail t-nakarc@leaf.ocn.ne.jp
URL http://www.toyota-hotel.co.jp/

事
務
所

〒471-0034
豊田市喜多町1-140　名鉄トヨタホテル
TEL 0565-35-6611　FAX 0565-35-7811

例
会
場

西三河中分区

豊田中
ＲＣ

■例会日／火
■開会時間／18:00

会 長

㈱ダイチ創建
代表取締役

ロータリー歴
2000.3 入会（チャーターメンバー） 
2007-08 理事　職業奉仕委員長 
2012-13 理事　国際奉仕委員長 
2014-15 役員　副会長 
2015-16 役員　会長エレクト

ポール・ハリス・フェロー
米山功労者（2）

幹 事

㈱加藤土木
代表取締役

ロータリー歴
2001.1 入会 
2008-09 理事　環境保全委員長 
2010-11 理事　クラブ奉仕委員長 
2012-13 理事　幹事

ポール・ハリス・フェロー 
米山功労者（2）

〒470-0224
みよし市三好町大慈山2-11　保田ヶ池センター2階 
TEL 0561-34-2251　FAX 0561-34-5477
E-mail Tmrotary@hm4.aitai.ne.jp
URL http://www.hm4.aitai.ne.jp/~tmrotary/

事
務
所

〒470-0224
みよし市三好町大慈山2-11　保田ヶ池センター２階 
TEL 0561-34-2251

例
会
場

西三河中分区

豊田三好
ＲＣ

■例会日／月
■開会時間／19:15

会 長

㈲伊藤組
代表取締役

ロータリー歴
2011.7 入会
2012-13 プログラム・会報雑誌・広報委員長
2013-14 副幹事、新世代委員長
 プログラム・会報雑誌・広報委員長
2014-15 幹事
2015-16 会長エレクト

幹 事

（株）カネヨシ
代表取締役

ロータリー歴
2013.2 入会
2014-15 青少年奉仕委員長
 プログラム・会報雑誌・広報委員長
2015-16 プログラム・会報雑誌・広報委員長

にいみ　そうえいくろだ　まさし
新美 惣英黒田 正志

さかきばら　たけしおおこうち　よしのぶ
榊原 　健大河内 芳信

〒445-0854　西尾市永楽町3丁目45番地
西尾信用金庫　中央支店204
TEL 0563-54-7770　FAX 0563-54-7050
E-mail club@nishio-rotary.org
URL http://www.nishio-rotary.org/

事
務
所

〒445-8601
西尾市寄住町洲田51番地　西尾信用金庫 本店1F
TEL 0563-56-7111

例
会
場

西三河分区

西尾
ＲＣ

■例会日／火
■開会時間／12:30

会 長

㈱大河内設計
代表取締役

ロータリー歴
1993.2 入会 
2009-10 幹事 
2010-11 分区副幹事 
2013-14 地区副幹事 
2014-15 副会長 
2015-16 会長エレクト

マルチプルポール・ハリス・フェロー 
米山功労者

幹 事

三協不動産
代表者

ロータリー歴
1999.5 入会 
2006-07 Ｓ.Ａ.Ａ. 
2009-10 国際奉仕委員長 
2013-14 地区スタッフ／米山奨学委員長 
2015-16 副幹事

マルチプルポール・ハリス・フェロー 
米山功労者（2）

〒447-8501
碧南市源氏神明町90番地　碧南商工会議所内
TEL 0566-41-1100　FAX 0566-48-1100
E-mail info@hekinan-rc.jp
URL http://www.hekinan-rc.jp/

事
務
所

〒447-8501
碧南市源氏神明町90番地　碧南商工会議所2階
TEL 0566-41-1100　FAX 0566-48-1100

例
会
場

西三河分区

碧南
ＲＣ

■例会日／水
■開会時間／12:30

会 長

エンゼル歯科
副院長

ロータリー歴
2005.7 入会 
2013-14 副会長 
2014-15 クラブ奉仕委員長 
2015-16 会長エレクト

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
米山功労者（1）

幹 事

三光陸運㈱
代表取締役

ロータリー歴
2000.7 入会 
2011-12 会場監督 
2013-14 職業奉仕委員長 
2015-16 副幹事

ポール・ハリス・フェロー 
米山功労者（1）
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クラブ会長・幹事ご紹介

かみや　はやし こんどう　ともき

ほそかわ　かずよしかとう　ひさかず

おの　かおる

神谷 　林 近藤 智樹

細川 和好加藤 久和

小野 郁

とりい　ばんり いとう　るみ

なかね　かつみたかぎ　ひでお

あんどう　かずたか

鳥居 萬里 伊藤 ルミ

中根 勝美髙木 秀夫

安藤 一高

〒446-0058　安城市三河安城南町1-8-11
ホテルグランドティアラ安城414号室
TEL 0566-71-1010　FAX 0566-71-1011
E-mail rc52961@katch.ne.jp

事
務
所

〒446-0058　安城市三河安城南町1-8-11
ホテルグランドティアラ安城
TEL 0566-72-1122　FAX 0566-72-0018

例
会
場

西三河分区

三河安城
ＲＣ

■例会日／水
■開会時間／12:30

会 長

サンデイリー㈱
顧問

ロータリー歴
2002-03 副幹事（理事）
2003-04 幹事（理事）
2008-09 会場監督（理事）
2010-11 副会長（理事）
2015-16 会長エレクト（理事）

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
米山功労者（3）

幹 事

㈲安城石橋新聞店
代表取締役

ロータリー歴
2012-13 会計（理事）
2014-15 国際奉仕委員長（理事）
2015-16 副幹事（理事）

ポール・ハリス・フェロー
米山功労者（3）

〒445-0854
西尾市永楽町3-45　西尾信用金庫中央支店2F
TEL 0563-54-0123　FAX 0563-54-0800
E-mail office@kirara-rc.jp
URL www.kirara-rc.jp

事
務
所

〒445-0854
西尾市永楽町3-45　西尾信用金庫中央支店2F
TEL 0563-54-0123　FAX 0563-54-0800

例
会
場

西三河分区

西尾
ＫＩＲＡＲＡ
ＲＣ

■例会日／金
■開会時間／12:30

会 長

㈱レインボー
代表取締役社長

ロータリー歴
1995.5 入会 
2000-01 国際奉仕委員長（理事） 
2008-09 職業奉仕委員長（理事） 
2014-15 副会長（役員） 
2015-16 会長エレクト（役員）

米山功労者（3）
ポール・ハリス・フェロー

幹 事

㈲ニルバーナ
取締役

ロータリー歴
2009.7 入会 
2011-12 クラブ情報委員長（理事） 
2012-13 クラブ会報委員長（理事） 
2014-15 青少年奉仕委員長（理事） 
2015-16 副幹事（理事）

米山功労者（2）
ポール・ハリス・フェロー

〒472-0033　知立市中町中128
ホテルクラウンパレス知立510号室
TEL 0566-84-2760　FAX 0566-84-2761 
E-mail office@chiryu-rc.jp
URL http://www.chiryu-rc.jp/

事
務
所

〒472-0033
知立市中町中128　ホテルクラウンパレス知立3階
TEL 0566-85-3939

例
会
場

西三河分区

知立
ＲＣ

■例会日／水
■開会時間／12:30

会 長

㈱セイワ都市開発
代表取締役

ロータリー歴
1995.2 入会
2003-04 国際奉仕委員長
2009-10 幹事

ベネファクター
ポール・ハリス・フェロー

幹 事

㈱丸八
代表取締役

ロータリー歴
2003.6 入会
2010-11 社会奉仕委員長
2012-13 クラブ奉仕委員長

ポール・ハリス・フェロー

〒447-0867
碧南市田尻町1-1-9　衣浦グランドホテル401号室
TEL 0566-46-3364　FAX 0566-46-3371
E-mail tkhm-rc@katch.ne.jp
URL http://www.katch.ne.jp/~tkhm-rc/

事
務
所

〒447-0867
碧南市田尻町1-1-9　衣浦グランドホテル3F
TEL 0566-41-7171　FAX 0566-41-7170

例
会
場

西三河分区

高浜
ＲＣ

■例会日／火
■開会時間／12:30

会 長

㈱イトー美容室ルミ
代表取締役会長

ロータリー歴
2004 入会 
2012-13 幹事 
2014-15 副会長 
2015-16 会長エレクト

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー

幹 事

未来創建㈱
代表取締役

ロータリー歴
2012-13 入会 
2014-15 西三河分区幹事

〒444-0407
西尾市一色町前野新田34　一色町商工会内
TEL 0563-72-8276　FAX 0563-73-6633
E-mail ishikirc@katch.ne.jp
URL http://www.katch.ne.jp/~ishikirc/

事
務
所

〒444-0407
西尾市一色町前野新田34　一色町商工会内
TEL 0563-72-8276　FAX 0563-73-6633

例
会
場

西三河分区

西尾一色
ＲＣ

■例会日／木
■開会時間／12:30

会 長

㈱トリイ
代表取締役

ロータリー歴
2009.7 入会 
2012-13 幹事 
2013-14 社会奉仕委員長 
2014-15 国際奉仕委員長 
2015-16 会長エレクト

ポール・ハリス・フェロー
米山功労者（1）

幹 事

㈲神谷たまご園
取締役

ロータリー歴
2010.1 入会 
2012-13 親睦活動委員長 
2013-14 プログラム委員長 
2014-15 社会奉仕委員長 
2015-16 副幹事

ポール・ハリス・フェロー
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地区幹事・副幹事・会計長・監事・事務局長・地区スタッフご紹介

地区幹事

岩月　昭佳
い わ つ き 　 て るよし
岡崎ＲＣ
岩月商店 代表

1992.8 入会
2007　クラブ幹事
2007　地区ローターアクト委員
2013　クラブ副会長
2015　次期地区幹事

マルチプル・ポール・ハリスフェロー
米山功労者（マルチプル）

地区監事

蜂須賀利雄
は ち す か 　 と し お
岡崎RC
㈱ハチスカ 代表取締役

1989 RA委員長  1990 青少年奉仕委員長
1991 職業奉仕委員長 1993 親睦委員長
1994 出席委員長 1995 副幹事
1996 幹事  1997 職業分類委員長
2002 クラブ奉仕委員長 2004 環境保全委員長
2005 会員選考委員長 2006 会長エレクト
2007 会長  2008 情報委員長
2015 ニコニコ委員長

マルチプル・ポールハリス・フェロー
ベネファクター
米山功労者マルチプル

地区会計長

河合　　潤
か  わ い　 　   じゅん
岡崎RC
河合潤税理士事務所 所長

1993 会計
1997 国際奉仕委員長
1998 岡崎奨学金委員長
1999 会計
2004 財団委員長
2006 世界社会奉仕委員長
2008 会員増強委員長
2014 環境保全委員長"

ポールハリス・フェロー
米山功労者

地区副幹事

尾崎　篤司
お ざ き 　 あ つ し
岡崎RC
あいち印刷㈱ 代表取締役社長

1999.7 入会
2009 プログラム委員長
2010 岡崎RC奨学金委員長
2011 社会奉仕委員長
2013 幹事

マルチプル・ポールハリス・フェロー
米山功労者

地区副幹事

松原　広幸
ま つ ば ら 　 ひ ろ ゆ き
岡崎ＲＣ
松原鉱油㈱ 代表取締役

2006.6　入会
2010　国際奉仕委員長
2012　青少年委員長
2014　職業奉仕委員長
2015　社会奉仕委員長

マルチプル・ポールハリス・フェロー
米山功労者

地区副幹事

中村　重嗣
な か む ら 　 し げ つぐ
岡崎RC
中村科学工業㈱ 代表取締役社長

1993.3　入会
2004　社会奉仕委員長
2006　幹事
2010　クラブ奉仕委員長
2013　会長
2014　研修・情報委員長
2015　研修・情報副委員長

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（マルチプル）

地区副幹事

荻須　文一
お ぎ す 　 ぶ ん い ち
岡崎ＲＣ
医療法人　荻須医院 理事長

1990　７月４日入会
1995　ロータリー財団委員長
2000　米山記念奨学会委員長
2002　国際青少年委員長
2006　クラブ奉仕委員長
2012　会長

マルチプル、ポールハリスフェロー
米山功労者（マルチプル）
ベネファクター

地区副幹事

岩月　一郎
い わ つ き 　 い ち ろう
岡崎ＲＣ
イワツキ 代表

1987　入会
1994　社会奉仕委員長
1996　青少年活動委員長
2002　幹事
2009　クラブ奉仕委員長
2012　副会長
2014　会場監督

マルチプル・ポールハリス・フェロー
米山功労者（マルチプル）

地区副幹事

菅井　龍一
す が い 　 りゅう い ち
岡崎ＲＣ
㈱岡崎菅井保険代理店 代表取締役

1982　入会
1988　ＳＡＡ
1989　青少年奉仕委員長
1991　幹事
2001　クラブ奉仕委員長
2006　会長
2010　ＳＡＡ

ポールハリスフェロー（マルチプル）
ベネファクター
米山功労者（マルチプル）

地区副幹事

天野　惠一
あ ま の 　 け い い ち
岡崎RC
天野歯科・矯正歯科医院 院長

1988　社会奉仕委員長
1992　米山記念奨学会委員長
1995　職業奉仕委員長
2007　ロータリー財団委員長
2010　副会長
2013　会長エレクト
2014　会長
2015　ロータリー研修・情報委員長

マルチプル・ポールハリス・フェロー
米山功労者（マルチプル）
べネファクター

地区副幹事

林　　和夫
はやし   　 か  ず  お
岡崎RC
林公認会計士事務所 所　長

1991.12　入会
1996　会計
1999　職業奉仕委員長
2007　クラブ奉仕委員長
2011　会長
2016　会場監督

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（マルチプル）

地区事務長

加藤　博巳
か と う 　 ひ ろ み
岡崎RC
㈱ホンダカーズ三河 代表取締役社長

"2002 青少年委員長
2005 会報委員長　
2006 環境保全委員長
2008 プログラム委員長
2009 国際奉仕委員長
2010 副幹事
2011 幹事　
2012 職業分類委員長

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（マルチプル）
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地区幹事・副幹事・会計長・監事・事務局長・地区スタッフご紹介

地区スタッフ

大村　康雄
お お む ら 　 や す お
岡崎RC
㈱マルコおおむら 代表取締役

2008　入会
2011　会場委員長
2012　ＩＡ委員長
2013　出席委員長
2014　親睦活動委員長
2015　青少年奉仕委員長
2016　広報委員長

地区スタッフ

安福　良豊
や す ふ く 　 よし と よ
岡崎ＲＣ
㈱ヤスフクセラミックス 代表取締役

2006.07　入会
2010　クラブ会報委員長
2011　職業奉仕委員長
2012　親睦活動委員長
2013　岡崎ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ奨学基金委員長
2015　プログラム委員長

ポール･ハリス･フェロー

地区スタッフ

花市　佳明
は な い ち 　 よし あ き
岡崎ＲＣ
㈱花市電子顕微鏡技術研究所 代表取締役社長

2014.7　入会

地区スタッフ

太田　成紀
お お た 　 し げ の り
岡崎RC
太田会計事務所 公認会計士・税理士

2002.5　入会
2006　会計
2011　インターアクト委員長
2012　クラブ会報委員長
2013　社会奉仕委員長
2015　会計

ポールハリス・フェロー
米山功労者

地区スタッフ

福島　葉子
ふ く し ま 　 よ う こ
岡崎RC
岡崎ヤナセ㈱ 代表取締役社長

2012.8　入会
2015　米山記念奨学会委員長

準米山功労者

地区スタッフ

谷　　泰男
た に　     や  す  お
岡崎RC
㈱谷造園 代表取締役

2013　ローターアクト委員長
2014　青少年委員長

地区スタッフ

福澤　玉青
ふ くざ わ 　 た ま あ お
岡崎RC
㈲アサヒクリーンメンテ 代表取締役

2010.１　入会
2013　青少年委員会委員長
2014　会員増強委員長
2015　岡崎ロータリークラブ奨学基金委員長

地区スタッフ

石川　敏郎
い し か わ 　 とし ろ う
岡崎ＲＣ
石川包材産業㈱ 代表取締役

2014 ンターアクト委員長
2015 会員増強委員長

地区スタッフ

石川　勝敏
いし か わ 　 か つ とし
岡崎RC
矢作産業㈱ 代表取締役

2012.7　入会
2015　出席委員長

地区スタッフ

岡田　邦義
お か だ 　 く に よ し
岡崎ＲＣ
㈱岡田印刷 代表取締役

【クラブ】
2005 会場委員長
2008 出席委員長
2010 RA委員長
2012 広報委員長
2013 広報委員長
2015 青少年委員長

【地区】
2015 広報副委員長

ポール･ハリス･フェロー
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事務局員紹介／文庫通信

※前年度登録されていた方は、再登録の必要はありません

 HPアドレス▶ http://www.rotary2760.org/g16-17/go/monthly.html

第2760地区
HPより、
随時受付中！ 

上記のHPアドレス、もしくは
第2760地区のHPトップの
「ガバナー月信 登録受付中」の
バナーよりページを開く。

登録された方には、月初めに月信PDFのリンクが記載されたメールが送信されます。
メール内のURLをクリックするだけで月信PDFがダンロードされ、閲覧していただけます。

1 登録フォームに自分の
メールアドレスを2回入力して、
登録ボタンをクリックして
登録完了となります。

2

　　

最近の
ロータリー
情　報

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

vol.345文庫
通信

ロータリー文庫

2016-17年度〈ガバナー月信〉個人配信 登録方法

「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年に創立された皆様の資料
室です。ロータリー関係の貴重な文献や視聴覚資料など、約２万４千点を収集・整備し皆様のご利用
に備えております。閲覧は勿論、電話や書信によるご相談、  文献・資料の出版先のご紹介、絶版資料に
ついてはコピーサービスも承ります。また、一部資料はホームページでPDFもご利用いただけます。
クラブ事務所にはロータリー文庫の「資料目録」を備えてありますので、  ご活用願います。　以下資
料のご紹介を致します。

◎「新世代奉仕RYLA」　田中作次／2015／7p（第７回全国RYLA研究会報告書） 

◎「RYLA・その理論と実践　その１～３」　深川純一／2015／3p（純ちゃんのコーナーPartⅩⅣ）

◎「RI戦略計画と青少年奉仕」　南園義一／2015／7p（第7回全国RYLA研究会報告書）

◎「RYLAにおける中核的価値観とリーダーシップ」　南園義一／2015／12p

◎「リーダーの心－第37回RYLAセミナーにおける総括講義」　深川純一／2015／16p（純ちゃんのコーナーPartⅩⅣ）

◎「ロータリー平和センターの意義とロータリーに期待する事」　日比谷潤子／2015／7p(第43回ロータリー研究会報告書）

◎「オリンピックとロータリー」　水野正人／2016／4p（D.2690 地区大会記念誌）

◎「遺伝子オンにして可能性を引き出す」　村上和雄／2016／2p（D.2710 月信地区大会特集号）

上記申込先：ロータリー文庫

メールアドレス

（確認用）

メルマガ登録

登録

山下　恵子
や ま し た 　 け い こ

ガバナー事務所

田近　明子
た ぢ か 　 あ き こ
財団担当

ガバナー事務所

濱田　美保子
は ま だ 　 み ほ こ

ガバナー事務所

落合　由理菜
お ち あ い 　 ゆ り な
米山・青少年交換担当

ガバナー事務所

山口　るみ
や ま ぐ ち 　 る み

ガバナーエレクト事務所
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寄付金速報 ― 今年度の送金はお早目にお願いします ― 
5 月までの寄付金は前年同期と比べ 5.2％増、約 6,800 万円の増加です。普通寄付金が 1.3％増、

特別寄付金が 7.0％増となりました。今年度も昨年度に引き続き、14 億円を超す寄付収入がほぼ確

定的となりました。ご支援いただきました皆様に心より感謝いたします。寄付実績は、普通寄付金・

特別寄付金ともに、６月 30 日（木）までに当会の銀行口座に入金記帳された分までとなります。

ご送金は、日程に余裕を持ってお送りくださいますよう、今年度最後のご協力をお願い申し上げま

す。 

理事会開催報告 ―来年 4 月採用数は 40 人増の 780 人に― 
6 月 9 日に第 11 回理事会が開催され、全国から 28 人の理

事と監事 3人が出席しました。 

主な議題として、内閣府立ち入り検査での改善事項に基づ

く定款・諸規定の改定の件や、2017 学年度奨学生採用数の件、

2016 年度の事業計画案および収支予算案の件、役員候補者指

名委員選任の件、株式受領の件などが審議されました。 

概ね原案通り承認されましたが、「2016 年度収支予算案」

については、システム関係費を除いての承認となりました。システム開発については一時凍結の上、

専門小委員会を組織して、抜本的な見直しを行うことになりました。 

本理事会での承認を受け、2017 年 4 月採用の奨学生数は、好調な寄付実績を反映して、前年度比

40 人（枠）増の 780 人（枠）とすることが決定しました。 

初代よねやま親善大使・楊小平さんの退任に感謝状贈呈 
初代よねやま親善大使として、3 年間にわたって活動してくださった楊小平さん（2011-12/東広

島 21ＲＣ）が、今月で任期満了を迎え、退任されます。2013 年 3 月、当会が事業創設 60 周年を記

念して募集した「優秀米山学友賞」に、楊さんは 80 人を超える応募者の中から選ばれ、同年 5 月

から初代“よねやま親善大使”として活動をスタート。よねやま親善大使の任期は 2 年間ですが、

楊さんには 1 年間延長していただきました。この 3 年間で、全国 30 カ所以上の地区・クラブをま

わり、卓話やロータリアン、学友・奨学生との交流を通じて、当会事業への理解を広げることに尽

力してくださいました。 

6 月 9 日、理事会前に開かれた楊さんの退任セレモニー

では、全国の理事が見守る中、当会の小沢一彦理事長より

楊さんに、感謝状が贈呈されました。楊さんは「全国のロ

ータリアンや奨学生と触れ合い、より深くロータリーを理

解できたと思う。充実し、学びの多い 3 年間だった。これ

からの人生も、米山学友の自覚を持って生きていく。立派

な社会人となったあかつきには、自分もロータリアンにな

りたい」と、思いを込めて語ってくださいました。 

 

 195
2016 年 6 ⽉ 13 ⽇発⾏ 
公益財団法⼈ロータリー⽶⼭記念奨学会

ハイライトよねやま
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公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 E-mail：highlight@rotary-yoneyama.or.jp 

〒105-0011 東京都港区芝公園 2-6-15 黒龍芝公園ビル 3F URL：http://www.rotary-yoneyama.or.jp/ 

Tel：03-3434-8681 Fax：03-3578-8281 編集担当：野津(のづ)・峯(みね) 

 

ソウル国際大会に米山学友が大集合！ 
5 月 28 日～6月 1日、国際ロータリー年次大会がソウルで開

催され、米山記念奨学会では 2004 年の大阪、2012 年のバンコク

に続き「友愛の家」にブース出展するとともに、初めての「分

科会」を開催しました。今大会には地元・韓国はもとより、日

本、台湾、中国、タイ、モンゴル、マレーシア、ベトナム、シ

ンガポール、ニュージーランドなど、世界各国から多くの米山

学友が参加してくれました。学友もロータリアンも「ロータリ

ー」という大きな家族を感じて絆を深めたこのソウル国際大会

でのハイライトをご報告します。 

【ブース】5 ⽉ 28 ⽇〜6 ⽉ 1 ⽇ 
米山ブースには連日、多くのロータリアンと学友が来てくださいました。常に

ブースの外に人があふれている状況で、その様子は、国際ロータリー／

Rotary Japan のニュースになるほどでした。韓国学友が民族衣装を着て

手伝ってくれたほか、よねやま親善大使も、事業の紹介に大活躍でした。

メッセージボードには米山に対する熱い思いが並び、ブースの目玉となりま

した。3 人の元ＲＩ会長からもメッセージをいただきました。多くの方のご来

場に心から感謝いたします。 

【学友合同懇親会 in Seoul】5 ⽉ 28 ⽇ 18:30〜22:00 
各国から集まる米山学友と日本のロータリアンとの交流を深めようと、韓

国学友会と各国学友会が合同で企画した懇親会が、ソウル市内のホテ

ルで開催されました。学友 165 人、そのほかロータリアンや家族など参加

者は総勢 333 人！満席の会場は終始熱気にあふれ、各国学友会の楽

しい余興も披露され、最後まで参加者を楽しませました。最後は恒例の

「手に手つないで」でフィナーレ。300 人を超える大団円に、学友とロータリ

アンの絆が一層強まった素晴らしい懇親会でした。 

【学友レセプション】5 ⽉ 29 ⽇ 13:30〜15:00 
KINTEX 内で開かれた RI 主催の学友レセプションには、青少年交換やロ

ーターアクトに参加した学友とともに米山学友も多数参加。総勢 150 人

ほどのうち、米山学友は半数以上を占めました。マレーシアの学友が集ま

って、学友会設立に向けて結束を固めるなど、新たな出会いと交流が生

まれました。 

【分科会】5 ⽉ 30 ⽇ 15:30〜17:00 
米山史上初の「分科会」が開催されました。初公開のオープニング映像

の後、台湾の林華明さん、モンゴルのジャンチブ・ガルバドラッハさん、中国

の姫軍さんによるスピーチ、そして、台湾・中国・タイ・モンゴル・韓国の各

学友会会長が活動報告をしました。約 200 人の来場者は、学友と日本

のロータリアンがほとんどでしたが、興味をもって聞きに来てくれた海外のロ

ータリアンの姿もありました。韓国語の同時通訳は、プロの通訳者として

活躍する韓国学友の黄セミさんが担当。彼女の最後のスピーチと全員で

歌う「手に手つないで」の締めくくりに、参加したロータリアンからは「涙が出るほど感動した」との声も聞かれました。 
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年 月号
発行：
ロータリーコーディネーター
ロータリー公共イメージコーデネーター
今月号の担当

■ クラブ数 会員数

合計

■ 登録者（ ）

世界の登録者

■ 登録件数

件
件
件

５月末現在 合計 件

年 月 日現在の の
データーです。

表面：汎用パターン

■ 新クラブ設立

・第 地区（第３ゾーン）に西宮イブニングロータリークラブが３月７日に新クラ
ブとして結成されました。

・第 地区（第１ゾーン）に八戸中央西ロータリー衛星クラブが 月 日に会員
名で結成されました。

■ クラブ合併

年 月 日付で第 地区（第３ゾーン）の岡山ロータリークラブと牛窓
ロータリークラブが合併しました。合併後は岡山ロータリークラブになります。事
務所及び連絡先、例会情報は岡山 従来の内容で変更ありません。 加盟承
認日も岡山 の「 年 月 日」を引き継ぎます。

■ グランド「 」への投稿のお願い

は昨年１０月から①「奉仕プロジェクトを考えるヒントの提供」②「広報の
仕方」に関する情報提供機能を構築しています。本年度も引き続きクラブや地
区が実施た奉仕活動が新聞に掲載させましたら「 」への投稿をお願いしま
す。詳しくは地区または にお尋ねください。

■ 年度地域別会員増強計画の概要（１、２、３ゾーン）

今年度の会員増強計画の概要として、７項目が成果測定の指標とされました。
各地区、各クラブにおきましては目標達成のためご協力をお願いいたします。

・全地区が会員増強（入会・参加促進）委員長を任命する。

・地域内の ％のクラブが、ロータリークラブ・セントラルで少なくとも の目標を
設定し、達成状況を記録する。

・各地区で新しいロータリークラブを少なくとも クラブ設立する。

・会員の男女比全地区を縮小するため、女性会員の比率を少なくとも ％増や
す。

・会員の年齢層を広げるため、 歳未満の会員比率を少なくとも ％増やす。

・会員維持率を少なくとも ％増やす。

・各クラブで会員の ％が に登録するよう奨励し、 の
登録者数を増やす。

Zones 1 & 2 & 3 

今年度も第１、２、３ゾーンのロータリーコーディネーター とロータリー
公共イメージコーディネーター そして、それぞれのコーディネーター
補佐が輪番制で担当して「コーディネーターニュース」を発行いたします。

ロータリーの戦略計画には「クラブのサポートと強化」、「公共イメージと認
知度の向上」、「人道的奉仕の重点化と増加」の３つの優先項目があります。
それぞれを 、 、ロータリー財団地域コーディネーター が担
当しています。

ゲイリー ホァン 元会長の言葉を借りますと「ロータリーにおいて奉仕
は目的ではありません。それは旅です。いかなる旅にも共通するように、地
図があれば旅はいっそう充実したものになります。 ロータリー奉仕にとって
の地図、それが 戦略計画です」と述べておりますが、残念ながら日本で
は一部のクラブを除いては戦略計画の立案と実践は進捗していないのが
実情です。私たちコーディネーターは各地区の行事を通して、クラブに導
入をしていただくお手伝いをさせていただきます。 酒井正人）

八戸中央西ロータリー衛星
クラブの設立例会。 月 日
鈴木ガバナーに襟章をつけ
てもらう工藤議長。

コーディネーターの任期は３
年です。
私たちは 年目の と
です。どうぞよろしくお願いい
たします。
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ロータリー財団100周年記念事業
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第3回の収益金は、「ミャンマーの水事業・教育事業」と
「ポリオ撲滅」支援基金といたしました。
ロータリーでは、ポリオ撲滅という最大のチャレンジを成し遂げるために、世界
各地の会員とサポーターが力を合わせて活動しています。

▶▶第4回は
     　　 イン

ドネシア支援
！！

名
古
屋
に
大
集
合
！！

世
界
の
食
や
民
芸
品
が

名
古
屋
に
大
集
合
！！

世
界
の
食
や
民
芸
品
が

イ
ベ
ン
ト
も
盛
り
沢
山
！！

歌
や
踊
り
な
ど

世界の子どもたちに命の水を、笑顔の未来を

問い合わせ先：WFF実行委員会事務局（ＲＩ第２７６０地区ガバナー事務所） メールアドレス：governor16-17@rotary2760.org

主 催

後 援
（予定）

H P

国際ロータリー第2760地区ワールドフード＋ふれ愛フェスタ実行委員会

名古屋市、中華人民共和国駐名古屋総領事館、在名古屋大韓民国総領事館、在名古屋カナダ領事館、
在名古屋ブラジル総領事館、在名古屋ペルー共和国総領事館、 在名古屋カンボジア王国名誉領事館

世界大交流祭『ワールド・コラボ・フェスタ２０１6』がオアシス２１「銀河の広場」で同時開催されます。
こちらにも是非お立ち寄りいただき、世界の交流をお楽しみください！

http://www.rotary2760.org/wff/
協賛 国際ロータリー第2760地区（愛知県）全83ロータリークラブ

同時開催イベントの
お知らせ

第4回

2016   
10/22 23土 日

2
日
間

期 間

時 間 10：00～17：00まで
名古屋・栄 久屋大通公園
もちの木広場、希望の広場（噴水広場）
（名古屋テレビ塔下から広小路通りまで）

場 所

※民芸品・料理の写真は、一部内容が異なる場合がございます。　※本イベントは雨天決行ですが、台風等荒天の場合は中止となる場合がございます。※民芸品・料理の写真は、一部内容が異なる場合がございます。　※本イベントは雨天決行ですが、台風等荒天の場合は中止となる場合がございます。

名古屋の中心で世界の文化を楽しみましょう
！

名古屋の中心で世界の文化を楽しみましょう
！

昨
年
度
入
場
者
数

6
万
人
突
破
！！

入
場
無
料
！！

雨
天
決
行（
　
）！！

荒
天

中
止

期 間
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【本会議】会員 12,000円　ご家族 6,000円
【RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会】会員 20,000円

2016 ̶  17年度 国際ロータリー第2760地区

国際ロータリー第2760地区　2016 ̶  17年度　地区大会

地区大会のご案内

会場／ウェスティンナゴヤキャッスル

『ロータリー財団創立100周年を祝う』
2016-17年度に100歳の誕生日を迎えるロータリー財団

「世界でよいこと」をしてきた1世紀
みなさまと共に記念行事を楽しみ、
記憶に残る地区大会にいたしましょう！！

〒451-8551 愛知県名古屋市西区樋の口町3番19号
TEL.052-521-2121

大会第2日目
2016年11月6日［日］

登録料会　場

  地区大会事務局　〒460-0003 名古屋市中区錦二丁目15番15号 豊島ビル3階 
 TEL 090-8552-2760　FAX.052-201-1670　E-mail  chikutaikai16-17@rotary2760.org

 ［小牧RC事務局］　〒485-0041 小牧市小牧5-253 小牧商工会議所会館5階
 TEL 0568-72-7770　FAX.0568-75-1870　E-mail  info@komaki-rc.jp

MRJ初飛行と小牧山城（毎日新聞社提供）

9:00 本会議受付開始

10:00 本会議開会

10:25 点鐘

12:10 RI会長代理主催顕賞昼食会

14:40 ロータリー財団創立100周年記念行事

16:00 閉会・点鐘

大会第1日目
2016年11月5日［土］

13:30 地区指導者育成セミナー
14:00 地区諮問委員会
  
14:30 本会議受付開始
15:30 本会議開会
17:15 閉会・点鐘

17:30 RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会　開場
18:00 オープニング
20:00 閉会
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　未来を担う青少年に留学の機会を！

青少年交換プログラムとは？

歴　史 仕組み−派遣 仕組み−受入

●1927年
　コペンハーゲンＲＣで最初の交換
●1961年
　日本（九州）とオーストラリアで交
　換開始
●1968年
　第260地区（2760地区の前身）と
　米国で実施

※全世界では、毎年約8,000名の高校生
　が交換留学生として交流

ロータリーが保障するもっとも安全で安い留学システム

（1）ロータリアンの子弟が参加できる唯一の
ロータリープログラム 

（2）16歳以上、18歳半未満（出発時）の高校生
を対象とする 

（3）１カ年の長期留学のみ
  春派遣は３月に出発し、翌３月頃帰国 

 夏派遣は８月に出発し、翌７月か８月に帰国 
（4）費用は、往復旅費及び保険、個人的衣服等

のみ 
滞在費、食費、学校関係費用（授業料等）は受
入RCにて負担 

（5）小遣いとして、＄50～70程度が毎月支給さ
れる 

（6）ホストファミリーは3～4カ所 
（7）国際親善大使として、相互理解、相互親睦

をめざす 
※派遣先は年度によって異なる 

（1）受入時期 （1カ年） 
　 1月中旬：オーストラリア 
　 3月中旬：韓国 
　 8月下旬：北米、欧州、南米、アジア 

（2）受入クラブの費用 
　 学校関係費用、クラブでの会合費 
　（35～70万円） 
　 毎月の小遣いとして1万円 

（3）ホストファミリーの費用 
　 食費等の生活費 

（4）ホストファミリー補助金として地区委員会より
　 5万円／月支給 

（5）ホストファミリーは
　 3～4カ所／年が望ましい
　 最近は他近隣クラブと協力して受入を検討し
　 ます 

（6）個人的な費用（電話代、写真代、部活費等）は
　 個人負担そのために1万円／月の小遣いを
　 渡しています

募 集 !

派遣学生の申し込みから決定まで
（募集案内／地区協議会で発表）

（1）志願書締切日　2016年7月22日（金）
　　　　　　　　 ガバナー事務所青少年交換事務局まで

（2）選考試験：2016年7月30日（土）
（3）結果発表：2016年8月12日（金）　までに連絡
（4）その後のスケジュールは、「年間主要計画予定表」

  http://www2.starcat.ne.jp/k-kuroda にて
（5）派遣人員10名以内
（6）青少年交換プログラムですので、基本は派遣と受入を同数といた

します。また、交換ですので、派遣と同数の受け入れもお願いいた
します。

Enjoy!

青少年交換プログラム
■世界中の高校生が日本への留学を希望しています。
■あなたのお子さんも参加させてみませんか？
■このプログラムなら安心です！
■会員の子弟も参加できます！
■高校生があなたの世界を拡げます！

交換留学生は親善大使

●出発時：16～18歳
　　　　（18歳半未満）
　　　応募は中3から可能です
●ホームスティ
●現地の高校に進学
●国際理解と親善

交換実績 第 2760地区

〈1968年～2016年〉
（長期）  ●派遣／417名
（長期）  ●受入／429名
〈2016～2017年度〉
（長期）  ●派遣／10名
（長期）  ●受入／10名

ホストロータリークラブ
ホ ストファミリ ー

地区内21ＲＣが未経験です。
ぜひ経験して下さい！



岡崎公園内の家康像と岡崎城

〒460ｰ0003
名古屋市中区錦二丁目15番15号 豊島ビル３階

ロータリー財団
TEL：052-211-2760　FAX：052-211-0230
E-mail：fbranch@rotary2760.org

米山記念奨学・青少年交換
TEL：052-228-0808　FAX：052-211-0230
E-mail：ybranch@rotary2760.org (米山記念奨学)
　　　　yebranch@rotary2760.org (青少年交換)

ガバナー事務所
TEL：052-203-2760　FAX：052-201-1670
E-mail：governor16ｰ17@rotary2760.org

ガバナーエレクト事務所
TEL：052-201-2760　FAX：052-201-1670
E-mail：governor15ｰ16@rotary2760.org
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国際ロータリー　第2760地区

ガバナー 服部　良男

　岡崎公園は、岡崎城の本丸と二の丸のあった場所に作られました。徳川家康生誕の地であり、幼少期を過ごした、人格形成の場でも
あります。
　19歳で人質生活から帰城した後、天下統一を思案し、やがて天下統一という偉業を果たす拠点となったのも岡崎城です。
　また、城の近くには重要な武将達が住んでおり、その武将達は三河武士と呼ばれ、我慢強く聡明な家臣たちであったと伝えられてお
ります。
　徳川家康公と岡崎城は切っても切り離せないように、岡崎公園もまた家康公を語る上では、 欠かせない存在となっております。


