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ロータリーの目的
OBJECT OF ROTARY

ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、これを育むことにある。
具体的には、次の各項を奨励することにある：
第1 知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること；
第2 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、社会に奉仕

する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものにすること；
第3 ロータリアン一人一人が、個人として、また事業および社会生活において、日々、奉仕

の理念を実践すること；
第4 奉仕の理念で結ばれた職業人が、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。
付記
「ロータリーの目的」の4つの項目は、等しく重要な意味を持ち、また同時に行動を起こさな
ければならないものであるということで、RI理事会の意見が一致した。（ロータリー章典26．020）

四つのテスト
THE FOUR-WAY TEST

言行はこれに照らしてから
Of the things we think, say or do

1．真実かどうか
Is it the TRUTH?

2．みんなに公平か
Is it FAIR to all concerned?

3．好意と友情を深めるか
Will it build GOODWILL and BETTER FRIENDSHIPS?

4．みんなのためになるかどうか
Will it be BENEFICIAL to all concerned?

国際ロータリーの使命
MISSION OF ROTARY INTERNATIONAL

国際ロータリーの使命は、職業人と地域社会のリーダーのネットワークを通じて、人びとに奉
仕し、高潔さを奨励し、世界理解、親善、平和を推進することである（ロータリー章典26．010．）。

ロータリー財団の使命
MISSION OF THE ROTARY FOUNDATION

ロータリー財団の使命は、ロータリアンが、健康状態を改善し、教育への支援を高め、貧困を
救済することを通じて、世界理解、親善、平和を達成できるようにすることである（ロータリー
財団章典1．030．）。

中核的価値観
CORE VALUES

2007年、ロータリーは戦略計画の一環として、以下の5つの価値観がロータリアンの基本的特
徴であるとの理解の下、これらの中核的価値観を採択した。以来、これらの中核的価値観は理
事会によって再び確認され、世界中のロータリアンによって強く支持されている。国際ロータ
リーの中核的価値観は以下の通りである。
・奉仕（Service） ・親睦（Fellowship） ・多様性（Diversity）
・高潔性（Integrity） ・リーダーシップ（Leadership）
各価値観に関する説明は、「中核的価値観」の説明文を参照のこと。
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2016-17年度
RIテーマ

2016-17年度　国際ロータリーのテーマ

～人類に奉仕するロータリー～

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 Community 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。

強 調 事 項

・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

ジョンF．ジャーム
2016‐17年度会長

（チャタヌーガ）
CHATTANOOGAロータリークラブ所属

米国（テネシー州）
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ジョン・ジャーム
2016‐17年度 国際ロータリー会長

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

「「人人類類にに奉奉仕仕すするるロローータタリリーー」」
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国際協議会でのRI会長の挨拶

2016‐17年度地区ガバナーをはじめとする朋友ロータリアンの皆さん。

本国際協議会へようこそお越しくださいました。

古代ギリシャのある哲学者がこう書き残しています。「偉大な事業は小さな機会から始まるものである」

なるほどと思える言葉かもしれませんが、真実はそうではないと私は思います。

私は、偉大な事業は小さな機会から始まるのではなく、大きな機会から始まると思います。ただ、大き
な機会は時として小さく見えるというだけです。

私たちには皆、大きな機会が与えられました。ただしそれは、地区ガバナーを務める機会でも、私のよ
うに国際ロータリー会長を務める機会でもありません。私の言う大きな機会とは、皆さんがここにいたっ
たきっかけのことです。

その機会は、ガバナー指名を知らせる電話から始まったものではありません。それよりもずっと前、あ
るロータリアンから「私のロータリークラブの例会に来ませんか」と誘われたときに始まったものです。

そのときはさほど大きな機会とは思わなかったかもしれません。しかし、理由はともあれ、例会に出席
させてもらうのも悪くはないと誰もが感じたのではないでしょうか。素晴らしい人たちと出会い、人の
ために役立つことをし、しかも楽しそうだ、と。

今振り返れば、それは決して小さな機会ではなく、ロータリーを通じて社会に貢献する大きな機会であっ
たことが分かると思います。その機会をつかんだことで、ロータリーという偉大な事業に参加できるよ
うになったわけです。

ですから、本日に限らず、明日、そして来年度に向けて認識すべきなのは、小さいと思える機会も、そ
れを生かすことで大きな機会にできるということです。

私たちが今週サンディエゴに来たのは、機会を与えられたからです。それはクラブがより良く、より効
果的で、より野心的な奉仕活動に取り組めるようにする機会です。

この機会をどう生かすかは、私たち一人ひとりにかかっています。ただし、私たちが下す決断の影響を
受けるのは私たち自身だけではありません。

その影響は、決して顔を合わせることがなくとも、ロータリーのおかげで人生が変わる世界中の人びと
にも及びます。
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今まさに世界のあちこちで、水汲みのために頭に容器を載せ、徒歩で一時間もかかる汚染された川に行
き、水を運ばなければならない女性たちがいます。でも来年度、ロータリーが井戸を掘れば、その必要
はなくなります。

インドには、学校にトイレがないために、12～13歳になると学校に行けなくなる少女たちがいます。で
もロータリーがトイレを設置すれば、授業を受け続けられるのです。

パキスタンとアフガニスタンでは毎日、ポリオ感染による身体麻痺の危険に脅かされながら生活してい
る子どもがいます。でも来年度、予防接種を行き渡らせれば、子どもたちを恐れから解放し、近い将来
に世界からポリオをなくすことができます。

しかしそのためには、ガバナーとなる皆さんだけでなく、クラブ会長やすべての会員に、ロータリーへ
の入会がいかに大きな機会があったかを認識してもらわなければなりません。その機会は、人類のため
のロータリー奉仕を通じて、より良い世界を築く機会です。

ロータリーは今、岐路に立っています。来年度は、世界で最後のポリオ症例が報告される年となるかも
しれません。そうなれば、ロータリーの歴史において最も重要な年となります。

ポリオ撲滅の実現まで本当にあと少しです。目標達成にこれほど近づいたことはありません。南アジア
全域、アフリカ全域がすでにポリオフリーとなっています。野生型ウイルスの温床となっている最後の
地域は、アフガニスタンとパキスタンにまたがっており、ポリオ常在国はこれら2ヵ国を残すのみとなっ
ています。両国はロータリーのあらゆる支援を活用して、今年がポリオ発症の最後の年となるよう、全
力を尽くしています。

ロータリーは30年以上、ポリオと闘い続け、一度もあきらめたことはありません。その間に、25億人の
子どもが予防接種を受けました。私たちは必ずや、ポリオ撲滅を成し遂げます。

また、いずれ撲滅が実現した時について、今から考え、準備しておく必要があります。ポリオ撲滅にお
けるロータリーの貢献を十分認識してもらうにはどうしたらいいか。この成功を、その後数十年にわたっ
て、他団体との協力、会員増強、より野心的な奉仕活動にどうつなげていくか、ということです。

ポリオのない世界の実現においてロータリーが果たした役割をすべての人びとに知ってもらうこと、こ
れが極めて重要です。なぜなら、ロータリーの功績を知る人が増えれば、パートナー団体、資金、そし
てなによりも、さらに多くの達成を担っていく会員が増えるからです。

ロータリーがしかるべき評価を受けるために、私たちは全力を尽くしています。しかし、エバンストン
の世界本部で何もかもできるわけではありません。ロータリーとは何か、何に取り組んでいるのかを、
クラブを通じて地域社会に情報を広げていただく必要があります。

ですから、ポリオ撲滅が成し遂げられた時に、その機会を生かす用意がクラブにできていなければなり
ません。社会貢献をしたい人たちが、ロータリー入会こそが世界を変える方法だと考えるようにするこ
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と。そのためには、クラブにその機会を提供する用意がなければならないのです。

新会員を入会させるだけでなく、ロータリー奉仕に積極的に参加できるクラブ。新会員を温かく迎え入
れ、活気があり、「四つのテスト」を真に実践するクラブ。このようなクラブが必要です。ポール・ハ
リスが111年前にロータリーを創設した目的、すなわち、「価値観を分かち合える人を見つける」という
ことは、今日も人びとがロータリーに入会する理由となっています。誠実さ、多様性、寛容、友情、平
和を信じ、人生の最大の目的は人類のために奉仕することだと信じている人びとと出会うことです。

ロータリーは変革を遂げ、時代の変化に対応し、前進しています。しかし、その活動が子どもに本を読
んで聞かせることであっても、血液バンクを設立することであっても、仮設の歯科クリニックを設ける
ことであっても、ロータリアンをロータリアンたらしめる真髄が変わることはありません。

多様性を強みとするロータリーは、今も職業分類を基本としています。高い倫理基準は時代を超えた価
値観であると信じる私たちは、今も「四つのテスト」を壁に掲げています。そして何よりも、ポール・
ハリスが信じたのと同じように、人生の最大の目的は人類に奉仕することだと信じています。

このような理由から、2016‐17年度のロータリーのテーマはシンプルに「人類に奉仕するロータリー」
といたしました。

朋友の皆さん、ロータリーはすでに驚くほどの功績を成し遂げました。妻ジュディーと私も本年度その
多くを目にしました。しかし、ロータリーはもっと成し遂げることができると私は考えます。

ロータリーがさらに前進するには、意欲と思いやりと知恵にあふれた人たちがもっと必要です。さらに、
若い人たち、退職後間もない人たち、現役で仕事している人たちが皆、ロータリーに入会して活動した
いと感じるような、柔軟性のあるクラブが必要です。新たなパートナーシップを模索し、ほかの団体と
の協力関係を切り開き、協力を通じてもっと多くを達成すべきです。リーダーシップの継続性もさらに
重視する必要もあります。これは、ポリオ撲滅活動から学んだように、最大限の成果を得るには、皆が
共通の方向に進む必要があるからです。人類に奉仕しなければなりません。

これは、私たち全員にあてはまることです。私たちは一つのチームであり、一人の達成はチーム全体の
達成でもあります。しかも、達成そのものだけでなく、達成に向けて助け合うことも大切です。なぜな
らロータリーのリーダーシップは、奉仕活動と同様、協力が基本となるからです。

これまで、地区ガバナーは「ファーストクラス」、「ベストクラス」、「ワールドクラス」などと呼ばれて
きましたが、来年度は、ロータリアン全員を一つのチームとして、「ロータリーチーム」と呼びたいと
思います。このチームは、より良い世界という共通の目標に向けて、共に活動し、共に奉仕し、共にが
んばる、120万人のロータリアンのチームです。

それがロータリーのあるべき姿です。ただし、今日ここにいらっしゃる皆さんは、その中でも特別な方々
です。ロータリーチームのレギュラーメンバーではなく、選ばれた最高のメンバーであり、「ロータリー
オールスター」と呼んでもいいでしょう。
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助けを最も必要とす人びとの人生を変えるような活動をしているロータリアンのリーダーとして選び抜
かれた皆さんを、ロータリーは必要としています。

ロータリアンが井戸を掘り、学校を建て、ポリオを撲滅するのを、世界中の人びとが待っています。

ロータリアンにとっては、毎日が人びとの人生を変える機会です。それが小さな機会に思えることもあ
るかもしれませんし、自分には大したことはできないと思うかも知れません。

しかしそれらの機会は、決して小さなものではありません。皆さんが手を差し伸べる人たち、愛する人
たちにとって、そして、今の世代だけでなく、これから何世代にわたり、皆さんが行うことが違いを生
んでいきます。今よいことをすれば、後世により良い世界を遺すことができるのです。

よいことを、毎日一つずつ行う。それだけで違いが生まれます。

それが、私たちがロータリーにいる理由であり、まさにロータリー奉仕です。そして来年度、ロータリー
奉仕が効果的に行われるかどうかは、皆さまの肩にかかっています。

ロータリーが最善を尽くして人類に奉仕し、できる限り多くの人びとの人生をより良くできるようにす
ることが、皆さんの役割です。

今も、重い水容器を頭に載せて運ばなければならない母親たち、学校教育をあきらめなければならない
少女たち、ポリオにおびえながら生きている子どもた
ちにとって、来年度は世界がより良いところとなるよ
うに。「人類に奉仕するロータリー」がこれを実現で
きるようにすることが、皆さんの役割です。

皆さん一人ひとりがロータリーという大きな機会を見
い出し、この機会をつかんだからこそ、実現できるこ
となのです。

ご清聴ありがとうございました。

ジョン F．ジャーム夫妻
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1989年1月 岡崎ロータリークラブ入会
2000-07年度 地区ローターアクト委員
2004-05年度 クラブ幹事
2006-07年度 地区ローターアクト委員長
2010-11年度 クラブ会長

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

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

国際ロータリー第2760地区
2016‐17年度ガバナー
は っ と り よし お

服 部 良 男
生 年 月 日 1952年（昭和27年）2月11日生
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

－7－



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～
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。
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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。

RID2760 会員数推移
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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。
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地区審議会及び立法案審議委員会について
【構成員】について

＜地区審議会＞
地区所属全クラブ会長
（但し、会長が出席不可の場合は、議決権を委任された副会長または幹事の代理を認
める）

＜立法案審議委員会＞
ガバナー （服部 良男）
代表議員 （岡部 快圓）
直前代表議員 （片山 主水）
補欠議員（ガバナー指名） （田嶋 好博）
ガバナーエレクト （神野 重行）
地区幹事 （岩月 昭佳）
次期地区幹事 （加藤 定伸）

2016‐17年度ガバナー賞
1、会員数、純増3％以上達成クラブ
2016年7月1日会員数比較

2、米山記念奨学事業
①クラブ1人平均2万円以上の寄付達成
（特別、普通寄付合計金額）
②クラブ特別寄付率80％以上達成
寄付数／クラブ会員数

1，2のどちらか一つを達成したクラブ
期間は2016年7月1日より2017年3月31日まで
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第1条（名称）
当地区に設置する地区決議会は、地区審議会と称する。

第2条（権限）
地区審議会は次の権限を有する。
①規定審議会へ各クラブより提出される立法案を審議し、その承認及び提出件数の制限に

よる選択をすること。
②ガバナーの諮問事項について答申すること。
③その他ガバナーまたは地区大会決議により付託された事項について審議・議決すること。

第3条（構成）
地区審議会は、ガバナー、地区審議会役員、ガバナー補佐及び各クラブ会長をもって構成
する。

第4条（役員）
当年度の次の役職者等をもって地区審議会の役員とする。
①ガバナー
②規定審議会地区代表議員
③同補欠議員
④直前規定審議会地区代表議員
⑤地区幹事
⑥ガバナーエレクト
⑦次期地区幹事

第5条（招集）
地区審議会は、ガバナーが、必要の都度、議題とともに日時及び場所を指定して招集する。

2．招集の通知は、開催日の21日前までに各クラブに到達しなければならない。

第6条（議長）
議長はガバナーが務め、副議長は議長が指名する。

第7条（議案の説明）
クラブ提出の立法案は、まず、提出したクラブ会長が趣旨を説明しなければならない。

2．役員は、議案について、求めに応じて説明しなければならない。

第8条（議決権）
議長は、第2条①乃至③の案件につき、第9条2項に基づいて決裁権を行使する場合を除
いて議決権を有しない。又、議長以外の役員は、第2条①の案件については議決権を有せ
ず、第2条②及び③の案件については各自1票の議決権を有する。

地区審議会規則
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2．ガバナー補佐は議決権を有しない。
3．各クラブは、第2条①の案件については地区審議会開催直前の半期人頭分担金支払期日の

クラブ会員数により次の区分に従い①に②及び③を加算した数の議決権を有し、同条②及
び③の案件については同区分①の基礎票1票のみを有する。
①基礎票として全てのクラブに 1票
②会員数25人を超えるクラブはその余の25人毎に 1票
③端数が13人以上あるときは更に 1票

4 各クラブの議決権は、クラブ会長が代表して行使する。
5 クラブ会長は、出席できないときは、副会長又は幹事に議決権の代理行使を委任すること

ができる。その際は、事前に委任状をガバナー事務所に提出しなければならない。

第9条（定足数、議決数及び決裁権）
第2条①の案件については、第8条第3項に定める取り扱いにより計算された全クラブの
議決権数の過半数を有する構成員（委任状出席を含む）の出席がなければ、当該議案を審
議し、議決することができない。又、第2条②及び③の案件については、第8条第3項に
定める取り扱いにより計算された全クラブの議決権数に全役員が有する議決権数を加算し
た総議決権数の過半数を有する構成員（委任状出席を含む）の出席がなければ、当該議案
を審議し、議決することができない。

2．議案は出席者の総議決権数の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところ
による。

第10条（議事録）
地区幹事は、次の要領を記載した資料を添付し、議事録を作成しなければならない。
①開催の日時・場所
②各クラブの議決権数および出欠
③議事の経過及び結果

2．議事録には、ガバナー及び地区幹事が記名・捺印する

第11条（改正）
この規則は、地区大会または地区審議会の審議・議決を経て、ガバナーが改正する。

附則
この規則中、第1条、第2条①、第3条、第4条、第5条、第6条、第7条、第8条（但
し、第1項中第2条②、③に関する部分及び第3項中第2条②、③に関する部分は除く）、
第9条（但し、第1項第2文を除く）、第10条は、2013年度地区大会の議決を経て、2014年
9月13日に制定して同日から施行し、その余の部分は、2014年11月8日開催の地区審議会
における審議を経て制定し同日から施行する。
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開催日 曜日 時間 会合名 開催場所
2016年

1月17日～23日 日～土 RI国際協議会 アメリカ・サンディエゴ
1月30日 土 11：00～13：00 15‐16年度第4回地区諮問委員会 名鉄グランドホテル
2月12日 金 15：00～17：00 第4回次期ガバナー補佐研修会議 名鉄グランドホテル
2月19日 金 12：00～16：00 16‐17年度補助金管理セミナー 名古屋東急ホテル
3月6日 日 15：30～20：00 16‐17年度地区チーム研修セミナー 名古屋東急ホテル
3月19日 土 10：00～16：00 16‐17年度会長エレクト研修セミナー ANAクラウンプラザグランコートホテル

3月26日～27日 土～日 15‐16年度RYLAセミナー 愛知県美浜少年自然の家
4月3日 日 11：00～13：00 15‐16年度第5回地区諮問委員会 名鉄グランドホテル
4月3日 日 13：30～16：00 16‐17年度地区研修・協議会の為の指導者会議 ウェスティンナゴヤキャッスル
4月14日 木 15：00～17：00 第5回次期ガバナー補佐研修会議 ガバナー事務所会議室
4月24日 日 13：00～17：00 16‐17年度地区研修・協議会 ウェスティンナゴヤキャッスル

5月28日～6月1日 土～水 RI国際大会 韓国・ソウル
6月16日 木 15‐16年度地区ロータリー研究会 名古屋国際ホテル
6月18日 土 16：00～16：55 15‐16年度第2回ガバナー補佐会議 名古屋東急ホテル
6月18日 土 17：00～17：55 15‐16年度第6回地区諮問委員会 名古屋東急ホテル
6月18日 土 18：00～20：00 15‐16年度地区役員会長幹事懇談会 名古屋東急ホテル
7月9日 土 11：00～13：00 第1回地区諮問委員会 名鉄グランドホテル
7月21日 木 14：00～17：00 クラブ危機防止に関する研修会（危機管理委員会） キャッスルプラザ
7月22日 金 15：00～17：00 16‐17年度会員増強セミナー ウインクあいち
8月8日 月 12：00～17：00 16‐17年度地区ロータリー財団セミナー 名古屋東急ホテル
9月10日 土 11：00～13：00 第2回地区諮問委員会 名鉄グランドホテル
9月10日 土 14：00～16：00 地区審議会 名鉄グランドホテル
9月14日 水 15：00～17：00 17‐18年度第1回次期ガバナー補佐研修会議 名鉄ニューグランドホテル
9月22日 木 13：30～17：30 地区青少年サミット キャッスルプラザホテル
10月12日 水 15：00～17：00 17‐18年度第2回次期ガバナー補佐研修会議 名鉄ニューグランドホテル
10月21日

22日
金
土

13：00～17：00
9：00～12：30

第5回全国インターアクト研究会
第3回全国地区インターアクト委員長会議 TKP名古屋栄カンファレンスセンター

10月22日～23日 土～日 第4回ワールドフード＋ふれ愛フェスタ 久屋大通公園
11月5日 土 14：00～15：00 第3回地区諮問委員会 ウェスティンナゴヤキャッスル
11月5日 土 15：30～20：00 16‐17年度地区大会 第1日目 ウェスティンナゴヤキャッスル
11月6日 日 10：00～16：00 16‐17年度地区大会 第2日目 ウェスティンナゴヤキャッスル
11月20日 日 東尾張分区IM 名鉄犬山ホテル

11月28日～12月1日 月～木 全国ロータリー研究会・ロータリー財団地域セミナー・GETS ウェスティンナゴヤキャッスル
12月3日 土 15：00～19：30 17‐18年度第3回次期ガバナー補佐研修会議 名鉄ニューグランドホテル
12月10日 土 16：00～19：00 第1回ガバナー補佐会議 名鉄グランドホテル

2017年
1月15日～21日 日～土 RI国際協議会 アメリカ・サンディエゴ

1月28日 土 11：00～13：00 第4回地区諮問委員会 名鉄グランドホテル
2月10日 金 東名古屋分区IM 名古屋東急ホテル
2月15日 水 15：00～17：00 17‐18年度第4回次期ガバナー補佐研修会議 名鉄ニューグランドホテル
2月18日 土 西尾張分区IM 名鉄ニューグランドホテル
2月18日 土 東三河分区IM ホテルアークリッシュ豊橋
2月21日 火 12：00～17：00 17‐18年度補助金管理セミナー 名古屋東急ホテル
2月25日 土 南尾張分区IM 名鉄グランドホテル
2月25日 土 西三河分区IM 知立リリオ・コンサートホール／ホテルクラウンパレス知立
3月4日 土 西三河中分区IM 名鉄トヨタホテル
3月5日 日 15：30～20：00 17‐18年度地区チーム研修セミナー 名鉄ニューグランドホテル
3月18日 土 10：00～16：00 17‐18年度会長エレクト研修セミナー 名鉄ニューグランドホテル
3月24日 金 18：00～ 西名古屋分区IM（講師のご都合により日時の変更有） 名古屋東急ホテル

3月25日～26日 土～日 地区RYLAセミナー 全トヨタ労連研修センターつどいの丘（予定）
4月2日 日 17‐18年度地区研修・協議会の為の指導者会議 ウェスティンナゴヤキャッスル
4月12日 水 15：00～17：00 17‐18年度第5回次期ガバナー補佐研修会議 名鉄ニューグランドホテル
4月22日 土 17‐18年度地区研修・協議会 ウェスティンナゴヤキャッスル

6月10日～14日 土～水 RI国際大会 アメリカ・アトランタ
6月24日 土 16：00～16：55 第2回ガバナー補佐会議 名鉄グランドホテル
6月24日 土 17：00～17：55 第5回地区諮問委員会 名鉄グランドホテル
6月24日 土 18：00～20：00 地区役員会長幹事懇談会 名鉄グランドホテル

地区主要行事日程表
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開催日 曜日 時間 会合名 開催場所
2016年 1月12日 火 15：00～16：30 第1回研修委員会 ガバナー事務所

1月22日 金 16：00～17：30 第1回会員増強委員会 ガバナー事務所
2月4日 木 15：00～16：30 第2回研修委員会 ガバナー事務所
2月20日 土 13：00～15：00 15‐16年度RLI・DL研修 ガバナー事務所
3月11日 金 16：00～17：30 第2回会員増強委員会 ガバナー事務所
4月4日 月 15：30～17：30 第1回職業奉仕委員会 ガバナー事務所
4月7日 木 16：00～17：30 第1回米山記念奨学委員会 ガバナー事務所
4月9日 土 13：00～17：00 15‐16年度RLI・DL研修 ガバナー事務所
4月19日 火 15：00～17：00 第1回WFF実行委員会予定者会議 ガバナー事務所
4月21日 木 15：00～17：00 第1回公共イメージ向上委員会予定者会議 ガバナー事務所
5月14日 土 13：00～16：00 15‐16年度RLI・DL研修 ガバナー事務所
5月17日 火 15：00～17：00 第2回WFF実行委員会予定者会議 ガバナー事務所
5月19日 木 15：00～17：00 第2回公共イメージ向上委員会予定者会議 ガバナー事務所
5月20日 金 16：00～17：30 第3回会員増強委員会 ガバナー事務所
6月5日 日 12：45～13：45 第1回地区ローターアクト予定者委員会
6月17日 金 15：00～17：00 第3回WFF実行委員会予定者会議 ガバナー事務所
6月18日 土 12：00～15：00 RYLAセミナー準備会 名鉄トヨタホテル
6月18日 土 9：00～17：00 第1回RLI実行委員会 ガバナー事務所
6月24日 金 16：00～17：30 第4回会員増強委員会 ガバナー事務所
7月2日 土 9：00～10：00 第1回青少年交換委員会 ガバナー事務所
7月3日 日 12：45～13：45 第1回ローターアクト委員会
7月5日 火 13：30～15：00 第1回ロータリー財団監査委員会 ガバナー事務所
7月5日 火 16：00～17：30 第1回ロータリー財団委員会運営会議 ガバナー事務所
7月5日 火 15：00～16：00 第1回資金管理委員会 ガバナー事務所
7月6日 水 15：00～17：00 第1回危機管理委員会 ガバナー事務所
7月7日 木 13：30～16：00 第1回公共イメージ向上委員会 ガバナー事務所
7月7日 木 15：30～17：30 第2回職業奉仕委員会 名鉄グランドホテル
7月7日 木 16：00～17：30 第2回米山記念奨学委員会 ガバナー事務所
7月8日 金 16：00～17：30 第1回資金推進委員会 ガバナー事務所
7月9日 土 14：00～17：00 第1回RYLA委員会 豊田福祉センター
7月9日 土 14：00～15：30 第3回研修委員会 ガバナー事務所
7月12日 火 15：30～17：00 第1回国際奉仕委員会 ガバナー事務所
7月13日 水 16：00～17：30 第1回奨学基金・平和フェローシップ委員会 ガバナー事務所
7月14日 木 15：00～17：00 第1回WFF実行委員会 ガバナー事務所
7月15日 金 15：30～17：30 第1回学友委員会 ガバナー事務所
7月15日 金 第1回拡大委員会
7月16日 土 14：00～17：00 第1回インターアクト委員会 愛知青年の家（岡崎）
7月22日 金 12：00～14：30 第5回会員増強委員会 ウィンクあいち
7月22日 金 16：00～17：30 第1回ポリオ・プラス委員会 ガバナー事務所
7月23日 土 16：00～17：30 第1回職業研修チーム委員会 ガバナー事務所
7月29日 金 15：00～17：00 第1回社会奉仕委員会 ガバナー会議室
7月30日 土 9：00～10：00 第2回青少年交換委員会 ガバナー事務所
8月4日 木 15：00～17：00 第2回公共イメージ向上委員会 ガバナー事務所
8月6日 土 13：00～17：00 第2回RLI実行委員会 ガバナー事務所
8月9日 火 15：30～17：00 第2回国際奉仕委員会 ガバナー事務所
8月18日 木 14：00～17：00 第1回地区RYLA委員会ホストクラブ合同会議 トヨタキャッスル
8月20日 土 16：00～17：30 第2回職業研修チーム委員会 ガバナー事務所
8月25日 木 16：00～17：30 第2回ポリオ・プラス委員会 ガバナー事務所
8月26日 金 15：00～17：00 第2回WFF実行委員会 ガバナー事務所
8月27日 土 未定 第3回青少年交換委員会 サンパーク犬山
9月1日 木 16：00～17：30 第3回米山記念奨学委員会 ガバナー事務所
9月7日 水 16：00～17：30 第2回ロータリー財団委員会運営会議 ガバナー事務所
9月8日 木 15：00～17：00 第3回公共イメージ向上委員会 ガバナー事務所
9月9日 金 14：00～15：00 第2回資金推進委員会 ガバナー事務所
9月9日 金 15：00～17：00 第3回WFF実行委員会 ガバナー事務所
9月10日 土 15：00～17：00 第1回青少年奉仕委員会 ガバナー事務所
9月10日 土 16：00～17：30 第3回職業研修チーム委員会 ガバナー事務所
9月13日 火 15：30～17：00 第3回国際奉仕委員会 ガバナー事務所

地区委員会・各クラブ委員長会議日程表地区委員会
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開催日 曜日 時間 会合名 開催場所
9月15日 木 15：00～17：00 第3回職業奉仕委員会 ガバナー事務所
9月16日 金 15：00～17：00 第2回社会奉仕委員会 ガバナー事務所
9月17日 土 14：00～17：00 第2回RYLA委員会 豊田福祉センター
9月20日 火 16：00～17：30 第3回ポリオ・プラス委員会 ガバナー事務所
9月22日 木 未定 第2回ローターアクト委員会 キャッスルプラザ
9月22日 木 12：30～13：30 第4回青少年交換委員会 キャッスルプラザ
9月23日 金 16：00～17：30 第6回会員増強委員会 ガバナー事務所
9月26日 月 16：00～17：30 第2回奨学基金・平和フェローシップ委員会 ガバナー事務所
10月6日 木 13：00～15：00 第1回ロータリー財団委員会全委員研修会 ガバナー事務所
10月6日 木 15：00～17：30 第1回ロータリー財団委員会全委員会 ガバナー事務所
10月7日 金 14：00～17：00 第2回インターアクト委員会
10月7日 金 15：00～17：00 第4回WFF実行委員会 ガバナー事務所
10月8日 土 16：00～17：30 第4回職業研修チーム委員会 ガバナー事務所
10月11日 火 15：30～17：00 第4回国際奉仕委員会 ガバナー事務所
10月13日 木 14：00～17：00 第2回地区RYLA委員会ホストクラブ合同会議 トヨタキャッスル
10月13日 木 15：00～17：00 第3回社会奉仕委員会 ガバナー事務所
10月14日 金 第2回拡大委員会
10月14日 金 15：00～17：00 第5回WFF実行委員会 ガバナー事務所
10月15日 土 13：00～14：00 第5回青少年交換委員会 ガバナー事務所
10月17日 月 16：00～17：30 第4回ポリオ・プラス委員会 ガバナー事務所
10月18日 火 15：00～16：30 第4回公共イメージ向上委員会 ガバナー事務所
10月18日 火 16：30～18：00 第3回奨学基金・平和フェローシップ委員会 ガバナー事務所
10月19日 金 15：00～17：00 第6回WFF実行委員会 ガバナー事務所
10月20日 木 15：30～17：30 第2回学友委員会 ガバナー事務所
10月29日 土 13：00～14：00 第6回青少年交換委員会 ガバナー事務所
11月8日 火 15：30～17：00 第5回国際奉仕委員会 ガバナー事務所
11月13日 日 10：00～ 第4回奨学基金・平和フェローシップ委員会 ガバナー事務所
11月13日 日 12：45～13：45 第3回ローターアクト委員会
11月17日 木 15：00～17：00 第5回公共イメージ向上委員会 ガバナー事務所
11月18日 金 16：00～17：30 第5回ポリオ・プラス委員会 ガバナー事務所
11月19日 土 13：00～14：00 第7回青少年交換委員会 ガバナー事務所
11月24日 木 16：00～17：30 第4回米山記念奨学委員会 ガバナー事務所
11月24日 木 16：00～17：30 第2回危機管理委員会 ガバナー事務所
11月25日 金 15：30～17：00 第1回補助金委員会 ガバナー事務所
11月26日 土 16：00～17：30 第5回職業研修チーム委員会 ガバナー事務所
12月1日 木 16：00～17：30 第3回ロータリー財団委員会運営会議 ガバナー事務所
12月2日 金 14：00～15：00 第3回資金推進委員会 ガバナー事務所
12月4日 日 10：00～ 第5回奨学基金・平和フェローシップ委員会 ガバナー事務所
12月4日 日 第8回青少年交換委員会
12月9日 金 16：00～17：30 第6回ポリオ・プラス委員会 ガバナー事務所
12月13日 火 15：30～17：00 第6回国際奉仕委員会 ガバナー事務所
12月15日 木 15：00～17：00 第6回公共イメージ向上委員会 ガバナー事務所
12月17日 土 13：00～14：00 第9回青少年交換委員会 ガバナー事務所
12月17日 土 14：00～17：00 第3回RYLA委員会 豊田福祉センター
12月17日 土 16：00～17：30 第6回職業研修チーム委員会 ガバナー事務所

2017年 1月5日 木 16：00～17：30 第5回米山記念奨学委員会 ガバナー事務所
1月10日 火 15：30～17：00 第7回国際奉仕委員会 ガバナー事務所
1月12日 木 14：00～17：00 第3回地区RYLA委員会ホストクラブ合同会議 トヨタキャッスル
1月13日 金 16：00～17：30 第6回奨学基金・平和フェローシップ委員会 ガバナー事務所
1月14日 土 8：45～20：00 第6回米山記念奨学委員会 名古屋国際センター
1月14日 土 16：00～17：30 第7回職業研修チーム委員会 ガバナー事務所
1月15日 日 12：45～13：45 第4回ローターアクト委員会
1月18日 水 15：30～17：30 第3回学友委員会 ガバナー事務所
1月19日 木 15：30～17：00 第7回公共イメージ向上委員会 ガバナー事務所
1月21日 土 13：00～14：00 第10回青少年交換委員会 ガバナー事務所
1月26日 木 13：00～14：00 地区活動資金（DDF）承認会議 ガバナー事務所
1月26日 木 14：30～15：30 第2回ロータリー財団委員会全委員研修会 ガバナー事務所
1月26日 木 16：00～17：30 第2回ロータリー財団委員会全委員会 ガバナー事務所
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開催日 曜日 時間 会合名 開催場所
1月27日 金 16：00～17：30 第7回会員増強委員会 ガバナー事務所
2月3日 金 第3回拡大委員会
2月3日 金 14：00～17：00 第3回インターアクト委員会
2月2日 木 15：30～17：00 第2回補助金委員会 ガバナー事務所
2月3日 金 15：30～17：00 第4回社会奉仕委員会 ガバナー事務所
2月4日 土 14：00～17：00 第4回地区RYLA委員会 豊田福祉センター
2月4日 土 13：00～14：00 第11回青少年交換委員会 ガバナー事務所
2月7日 火 15：30～17：00 第8回国際奉仕委員会 ガバナー事務所
2月11日 土 16：00～17：30 第8回職業研修チーム委員会 ガバナー事務所
2月14日 火 13：30～15：00 第2回ロータリー財団監査委員会 ガバナー事務所
2月14日 火 16：00～17：30 第4回ロータリー財団委員会運営会議 ガバナー事務所
2月15日 水 14：00～15：00 第4回資金推進委員会 ガバナー事務所
2月16日 木 15：00～17：00 第4回職業奉仕委員会 ガバナー事務所
2月23日 木 16：00～17：30 第8回公共イメージ向上委員会 ガバナー事務所
3月3日 金 15：30～17：00 第3回補助金委員会 ガバナー事務所
3月7日 火 15：30～17：00 第9回国際奉仕委員会 ガバナー事務所
3月9日 木 14：00～17：00 第4回地区RYLA委員会ホストクラブ合同会議 トヨタキャッスル
3月17日 金 15：30～17：00 第4回補助金委員会 ガバナー事務所
3月18日 土 14：00～17：00 第25回地区RYLAセミナー最終合同会議 豊田福祉センター
3月21日 火 未定 第12回青少年交換委員会 白馬東急ホテル
3月23日 木 16：00～17：30 第7回奨学基金・平和フェローシップ委員会 ガバナー事務所
3月24日 金 15：30～17：00 第5回補助金委員会 ガバナー事務所

3月25・26日 土・日 終 日 第25回RYLAセミナー つどいの丘
3月30日 木 16：00～17：30 第5回ロータリー財団委員会運営会議 ガバナー事務所
3月31日 金 14：00～15：00 第5回資金推進委員会 ガバナー事務所
3月未定 未 定 第25回地区RYLAセミナー最終合同会議 未 定
4月6日 木 14：00～16：00 第5回職業奉仕委員会 ガバナー事務所
4月6日 木 16：00～17：30 17－18年度第1回米山記念奨学委員会 ガバナー事務所
4月7日 金 16：00～17：30 第8回奨学基金・平和フェローシップ委員会 ガバナー事務所
4月8日 土 16：00～17：30 第9回職業研修チーム委員会 ガバナー事務所
4月9日 日 12：45～13：45 第5回ローターアクト委員会
4月11日 火 15：30～17：00 第10回国際奉仕委員会 ガバナー事務所
4月13日 木 15：00～17：00 第5回社会奉仕委員会 ガバナー事務所
4月14日 金 14：00～17：00 第4回インターアクト委員会
4月14日 金 16：00～17：30 第3回ロータリー財団委員会全委員会 ガバナー事務所
4月14日 金 14：30～16：00 第6回補助金委員会 ガバナー事務所
4月18日 火 15：30～17：30 第4回学友委員会 ガバナー事務所
4月20日 木 15：00～17：00 第3回危機管理委員会 ガバナー事務所
4月21日 金 16：00～17：30 第9回公共イメージ向上委員会 ガバナー事務所
4月27日 金 15：30～17：00 第7回補助金委員会 ガバナー事務所
4月28日 金 15：00～17：00 第2回青少年奉仕委員会 ガバナー事務所
4月未定 RYLArian同窓会 未 定
4月未定 土 14：00～17：00 第6回RYLA委員会 豊田福祉センター
5月10日 水 16：00～17：30 新旧ロータリー財団委員会運営会議 ガバナー事務所
5月10日 水 15：00～16：00 第2回資金管理委員会 ガバナー事務所
5月11日 木 14：00～15：00 第6回資金推進委員会 ガバナー事務所
5月12日 金 15：00～17：00 第6回社会奉仕委員会 ガバナー事務所
5月19日 金 14：00～16：00 第10回公共イメージ向上委員会 ガバナー事務所
5月19日 金 16：00～17：30 地区活動資金（DDF）審査会 ガバナー事務所
5月29日 月 15：30～17：30 新旧ロータリー財団委員会全委員会 ラグナスイート名古屋
5月29日 月 17：30～20：00 新旧ロータリー財団委員会全委員交流会 ラグナスイート名古屋
6月2日 金 16：00～17：30 第7回ポリオ・プラス委員会 ガバナー事務所
6月3日 土 15：00～17：00 新旧地区インターアクト委員会引継会議 愛知青年の家（岡崎）
6月9日 金 16：00～17：30 第7回資金推進委員会 ガバナー事務所
6月13日 火 18：00～ 国際奉仕新旧合同委員会 ガバナー事務所
6月15日 木 18：00～20：00 第6回職業奉仕委員会 未 定
6月17日 土 16：00～17：30 第10回職業研修チーム委員会 ガバナー事務所
6月17日 土 10：00～11：00 第13回青少年交換委員会 未 定
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開催日 曜日 時間 会合名 開催場所
6月19日 月 15：30～17：30 第5回学友委員会 ガバナー事務所
6月23日 金 15：30～17：00 第8回補助金委員会 ガバナー事務所
未 定 未 定 国際RYLA派遣選考会 未 定

開催日 曜日 時間 会合名 開催場所
2016年 3月30日 水 17：00～20：00 次年度のための地区青少年奉仕関連委員会 キャッスルプラザ

4月14日 木 14：00～17：30 2016学年度米山奨学生オリエンテーション キャッスルプラザ
5月15日 日 13：30～19：00 15－16年度第2回地区内クラブ青少年奉仕委員長会議 キャッスルプラザ

5月26日～6月2日 木～木 終 日 ソウル国際大会「YLS」 ソウル（KINTEX）
6月5日 日 14：00～17：00 第1回地区ローターアクト予定者会長・幹事会
6月11日 土 9：00～15：00 春季米山奨学生学友合同研修会 カリモク家具㈱本社
7月2日 土 10：00～12：00 第10回青少年交換オリエンテーション ガバナー事務所
7月2日 土 14：00～17：00 青少年交換受入説明会 ウインクあいち
7月3日 日 14：00～17：00 第1回地区ローターアクト会長・幹事会

7月16・17日 土
日

9：00～22：00
6：00～16：00 第29回海外派遣研修・第2回事前研修会 愛知青年の家（岡崎）

7月18日 月 9：30～16：30 地区インターアクト年次大会 ウィルあいち
7月22日 金 15：00～17：00 2016－17年度会員増強セミナー ウィンクあいち
7月30日 土 10：00～12：00 第11回（最終）青少年交換オリエンテーション ガバナー事務所
7月30日 土 13：00～17：00 17－18年度青少年交換志願者選考テスト及び面接 ガバナー事務所

7月26日～8月3日 火～水 第29回地区インターアクト海外派遣研修 パース（オーストラリア）
8月8日 月 12：00～17：00 16－17年度地区ロータリー財団セミナー 名古屋東急ホテル
8月20日 土 13：00～16：00 第29回地区インターアクト海外派遣研修・事後研修会 愛知青年の家（岡崎）

8月27・28日 土・日 未 定 第1回青少年交換オリエンテーション及び交流会 サンパーク犬山
9月11日 日 9：30～17：45 第6期RLI2760分科会研修パートⅠ 星城大学リハビリテーション学院
9月11日 日 未 定 ローターアクト地区親睦
9月22日 木 未 定 第2回地区ローターアクト会長・幹事会 キャッスルプラザ

9月22日 木 13：30～17：30 16－17年度地区青少年サミット／
第1回地区内クラブ青少年奉仕委員長会議（RC） キャッスルプラザ

9月22日 木 13：30～ 第2回青少年交換オリエンテーション キャッスルプラザ
10月15日 土 14：00～17：00 第3回青少年交換オリエンテーション ガバナー事務所
10月16日 日 9：30～17：45 第6期RLI2760分科会研修パートⅡ 星城大学リハビリテーション学院
10月20日 木 14：00～17：30 米山奨学生カウンセラー研修会 キャッスルプラザ

10月21・22日 金
土

13：00～17：00
9：00～12：30

第5回全国インターアクト研究会
第3回全国地区インターアクト委員長会議 TKP名古屋栄カンファレンスセンター

10月29日 土 未 定 地区青少年交換プログラム ホストファミリー懇談会 未 定
11月12日 土 8：00～18：00 秋季米山奨学生学友合同研修会 未 定
11月13日 日 14：00～17：00 第3回地区ローターアクト会長・幹事会
11月19日 土 14：00～17：00 第4回青少年交換オリエンテーション ガバナー事務所
11月20日 日 9：30～18：30 第6期RLI2760分科会研修パートⅢ 名鉄グランドホテル

11月24日 木 16：00～17：30 2017学年度米山奨学生第1次選考会
（書類審査・班分け） ガバナー事務所

開催日 曜日 時間 会合名 開催場所
2016年 7月22日 金 15：00～18：00 第1回地区内クラブ広報委員長会議 名鉄グランドホテル

7月29日 金 15：30～19：00 地区内クラブ国際奉仕委員長会議 名鉄グランドホテル
9月15日 木 16：00～20：30 地区内クラブ米山奨学委員長会議第21回米山学友会（愛知）総会 キャッスルプラザ
9月22日 木 13：30～17：30 地区青少年サミット（第1回地区内クラブ青少年奉仕委員長会議） キャッスルプラザ
10月28日 金 16：00～20：00 第1回地区内クラブ社会奉仕委員長会議 名鉄グランドホテル
11月10日 木 14：00～19：30 地区内クラブ職業奉仕委員長会議 名鉄グランドホテル

2017年 3月16日 木 15：00～18：00 第2回地区内クラブ広報委員長会議 名鉄グランドホテル
5月14日 日 14：00～19：00 第2回地区内クラブ青少年奉仕委員長会議 未定
5月17日 水 16：00～20：00 第2回地区内クラブ社会奉仕委員長会議 名鉄グランドホテル

地区内クラブ委員長会議

委員会主要行事
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開催日 曜日 時間 会合名 開催場所
12月4～6日 日～火 未 定 青少年交換INBOUND研修旅行 東京方面

12月10日 土 16：00～20：30 米山奨学生学友合同忘年会 キャッスルプラザ
12月17日 土 14：00～16：00 第5回青少年交換オリエンテーション ガバナー事務所
12月17日 土 14：30～18：30 青少年交換ROTEX主催クリスマスパーティー 未 定

2017年 1月5日 木 16：00～17：30 2017学年度米山奨学生第2次選考会（面接試験準備） ガバナー事務所
1月14日 土 8：00～17：00 2017学年度米山奨学生第3次選考会（面接試験） 国際センター
1月15日 日 14：00～17：00 第4回地区ローターアクト会長・幹事会
1月21日 土 14：00～17：00 第6回青少年交換オリエンテーション ガバナー事務所
2月4日 土 14：00～17：00 地区青少年交換プログラム三者懇談会 ガバナー事務所
2月21日 火 12：00～17：00 17－18年度補助金管理セミナー 名古屋東急ホテル
3月11日 土 16：00～20：30 米山奨学期間終了者歓送会及び指導教員への感謝の集い キャッスルプラザ

3月18日～20日 土～月 未 定 第29回全国ローターアクト研修会 東京／グアム

3月21～23日 火～木 未 定 第30回白馬RC主催4地区合同交換学生スキーの集い
（第7回青少年交換オリエンテーションを兼ねる） 白馬東急ホテル

4月9日 日 14：00～17：00 第5回地区ローターアクト会長・幹事会
4月13日 木 14：00～17：30 2017学年度米山奨学生オリエンテーション キャッスルプラザ
4月30日 日 未 定 次年度のための地区ローターアクト研修協議会 未 定
5月13日 土 13：00～16：00 第30回地区インターアクト海外派遣研修・説明会 愛知青年の家（岡崎）
5月14日 日 未 定 第2回地区内クラブ青少年奉仕委員長会議（RC） 未 定

5月18～21日 木～日 未 定 14th APRRC thailand
5月未定 未 定 第22回日本青少年交換研究会（全国会議） 未 定

6月3・4日 土日 09：00～22：00
06：00～16：00 第30回地区インターアクト海外派遣研修・第一回事前研修会 愛知青年の家（岡崎）

6月3・4日 土日 未 定 ローターアクト地区年次大会 未 定
6月17日 土 11：00～16：00 第8回青少年交換オリエンテーション 未 定

2017年未定 終 日 第9回全国RYLA研究会 東京
未 定 ローターアクト3地区合同プロジェクト

土日 未 定 ローターアクト国内研修 未 定
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開催日 曜日 式典及び記念行事名 場所

2016年10月29日 土 犬山RC 創立55周年記念式典 名鉄犬山ホテル

2017年2月16日 木 名古屋東山RC 創立20周年記念式典 ホテルルブラ王山

2017年2月25日 土 豊橋北RC 創立60周年記念コンサート 穂の国とよはし芸術劇場PLAT

2017年4月5日 水 名古屋南RC 創立60周年記念式典 名古屋観光ホテル

2017年4月15日 土 新城RC 創立50周年記念式典 新城文化会館

2017年5月14日 日 豊橋北RC 創立60周年記念式典 ホテルアークリッシュ豊橋

2017年5月15日 月 名古屋昭和RC 創立25周年記念式典 名古屋東急ホテル

2016年 7月

8月 会員増強・新クラブ結成推進月間

9月 基本的教育と識字率向上月間

9月 ロータリーの友月間

10月 経済と地域社会の発展月間／米山月間

11月 ロータリー財団月間

11月2日～8日 世界インターアクト週間

12月 疾病予防と治療月間

2017年 1月 職業奉仕月間

1月25日～31日 追悼記念週間（ポール・ハリス命日 1月27日）

2月 平和と紛争予防／紛争解決月間

2月23日 ロータリー創立記念日

2月23日 世界理解と平和の日

3月 水と衛生月間

3月7日～13日 世界ローターアクト週間

4月 母子の健康月間

5月 青少年奉仕月間

5月30日～6月5日 環境保全週間（地区）

6月 ロータリー親睦活動月間

式典及び記念行事

ロータリー特別月間・週間・日
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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

月 火 水 木 金 土 日

8月

15 16 17 18 19 20 21

22 ◎豊田西RC 23 ◎高浜RC 24 ◎名古屋東南RC 25 ◎名古屋瑞穂RC 26 27 28

豊田三好RC★ 碧南RC 名古屋名南RC 名古屋南RC

29 30 ◎瀬戸北RC 31 ◎尾張中央RC
瀬戸RC

稲沢RC
尾張旭RC

名古屋清須RC愛知長久手RC

9月

1 2 ◎名古屋北RC 3 4

名古屋葵RC

名古屋アイリスRC

5 ◎名古屋中RC 6 ◎田原パシフィックRC★ 7 ◎知立RC 8 9 ◎大府RC 10 11

名古屋大須RC 田原RC 東海RC
刈谷RC名古屋栄RC★ 渥美RC 東知多RC

12 13 ◎岡崎南RC 14 15 ◎西尾一色RC 16 ◎新城RC 17 18
◎中部名古屋
みらいRC★ 西尾RC

岡崎城南RC 豊川RC西尾KIRARA RC

19 20
◎豊橋北RC

21 ◎小牧RC 22 23
◎津島RC

24 25

犬山RC

江南RC

豊橋RC あまRC岩倉RC

愛知ロータリーEクラブ

26 ◎名古屋東RC 27 28 ◎名古屋名駅RC 29 30 ◎豊橋ゴールデンRC

名古屋千種RC 名古屋みなとRC 豊橋南RC

名古屋昭和RC 名古屋丸の内RC 豊橋東RC

10月

1 2

3 4 5 ◎一宮中央RC★ 6 ◎半田RC 7 8 9

◎名古屋RC
一宮RC 半田南RC

尾西RC 知多RC

一宮北RC 常滑RC

10 11 ◎豊田中RC 12 ◎名古屋和合RC 13 ◎岡崎東RC 14 ◎春日井RC 15 16

豊田RC 名古屋名東RC 名古屋空港RC
岡崎RC豊田東RC 名古屋東山RC 名古屋城北RC

17 18 ◎豊川宝飯RC 19 20 21 ◎安城RC 22 23

◎名古屋西RC
蒲郡RC 三河安城RC

24 25 26 ◎名古屋守山RC 27 28 29 30

名古屋名北RC

名古屋錦RC

2016‐17年度 ガバナー公式訪問日程表

● ●

●
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月 火 水 木 金 土 日

7月

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

瀬戸北RC 名古屋南RC 尾張旭RC

8月

1 豊田西RC 2 名古屋清須RC 3 尾張中央RC 4 名古屋瑞穂RC 5 6 7

犬山RC 瀬戸RC
豊田三好RC★ 名古屋葵RC★高浜RC 名古屋アイリスRC

8 9 愛知長久手RC 10 稲沢RC 11 12 13 14

名古屋名南RC★ 名古屋東南RC

岡崎南RC 碧南RC

15 16 17 愛知ロータリー
Eクラブ★

18 19 20 21

田原RC 名古屋北RC
渥美RC

22 名古屋中RC 23

田原パシフィック
RC

24 東海RC 25 東知多RC 26 27 28
小牧RC

名古屋栄RC★ 江南RC 大府RC中部名古屋みらい
RC★

刈谷RC 名古屋大須RC知立RC

29 30 名古屋千種RC 31

あまRC 岡崎城南RC★ 豊川RC

西尾RC

9月

1
豊橋RC

2 津島RC 3 4

春日井RC

西尾一色RC
新城RC

西尾KIRARA RC

5 6 岩倉RC 7 8 半田RC 9 10 11

名古屋東RC
豊橋北RC 名古屋東山RC

12 知多RC 13 半田南RC 14 名古屋名駅RC 15 一宮RC 16 常滑RC 17 18

尾西RC 名古屋和合RC 一宮北RC
名古屋城北RC 名古屋丸の内RC名古屋空港RC

豊橋東RC 名古屋みなとRC名古屋昭和RC
名古屋RC 豊田RC豊田東RC 豊橋ゴールデンRC豊橋南RC

19 20 21 22 23 24 25

豊田中RC★ 一宮中央RC

26 27 28 29 30

名古屋名東RC 岡崎RC 岡崎東RC 蒲郡RC

10月

1 2

3 4 名古屋錦RC 5 名古屋守山RC 6 7 8 9

名古屋西RC 安城RC
豊川宝飯RC 三河安城RC

10 11 12 13 14 15 16

名古屋名北RC

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

2016‐17年度 ガバナー補佐訪問日程表

●

●

● ●

●
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分区名 ガバナー公式訪問日 クラブ名 ガバナー補佐訪問日 報告書提出日

【南尾張分区】

ガバナー補佐 村瀬 秀和
分区幹事 佐藤 雅之
地区副幹事 林 和夫
地区スタッフ 大村 康雄

9月9日（金）

◎ 大府RC 8月26日（金） 9月2日（金）

東海RC 8月24日（水） 8月31日（水）

東知多RC 8月25日（木） 9月1日（木）

10月6日（木）

◎ 半田RC 9月8日（木） 9月15日（木）

半田南RC 9月13日（火） 9月20日（火）

知多RC 9月12日（月） 9月19日（月）

常滑RC 9月16日（金） 9月23日（金）

【西尾張分区】

ガバナー補佐 黒野 晃太郎
分区幹事 鈴木 正徳
分区副幹事 高山 敏
地区副幹事 菅井 龍一
地区スタッフ 石川 敏郎

8月31日（水）

◎ 尾張中央RC 8月3日（水） 8月10日（水）

稲沢RC 8月10日（水） 8月17日（水）

名古屋清須RC 8月2日（火） 8月9日（火）

9月23日（金）
◎ 津島RC 9月2日（金） 9月9日（金）

あまRC 8月29日（月） 9月5日（月）

10月5日（水）

◎ 一宮中央RC ★ 9月21日（水） 9月28日（水）

一宮RC 9月15日（木） 9月22日（木）

尾西RC 9月12日（月） 9月19日（月）

一宮北RC 9月16日（金） 9月23日（金）

【東尾張分区】

ガバナー補佐 古田 嘉且
分区幹事 波多野 智章
分区副幹事 尾関 育良
地区副幹事 岩月 一郎
地区スタッフ 谷 泰男

8月30日（火）

◎ 瀬戸北RC 7月26日（火） 8月2日（火）

瀬戸RC 8月3日（水） 8月10日（水）

尾張旭RC 7月29日（金） 8月5日（金）

愛知長久手RC 8月9日（火） 8月16日（火）

9月21日（水）

◎ 小牧RC 8月24日（水） 8月31日（水）

犬山RC 8月2日（火） 8月9日（火）

江南RC 8月25日（木） 9月1日（木）

岩倉RC 9月6日（火） 9月13日（火）

愛知ロータリーEクラブ 8月17日（水） 8月24日（水）

10月14日（金）

◎ 春日井RC 9月2日（金） 9月9日（金）

名古屋空港 9月12日（月） 9月19日（月）

名古屋城北 9月13日（火） 9月20日（火）

【西名古屋分区】

ガバナー補佐 深谷 友尋
分区幹事 岩佐 信機
分区副幹事 長瀬 廣幸
地区副幹事 松原 広幸
地区スタッフ 福澤 玉青

花市 佳明

8月24日（水）
◎ 名古屋東南RC 8月10日（水） 8月17日（水）

名古屋名南RC ★ 8月9日（火） 8月16日（火）

8月25日（木）
◎ 名古屋瑞穂RC 8月4日（木） 8月11日（木）

名古屋南RC 7月27日（水） 8月3日（水）

9月5日（月）

◎ 名古屋中RC 8月22日（月） 8月29日（月）

名古屋大須RC 8月25日（木） 9月1日（木）

名古屋栄RC ★ 8月22日（月） 8月29日（月）

9月14日（水） ◎ 中部名古屋みらいRC ★ 8月24日（水） 8月31日（水）

9月28日（水）

◎ 名古屋名駅RC 9月14日（水） 9月21日（水）

名古屋みなとRC 9月16日（金） 9月23日（金）

名古屋丸の内RC 9月15日（木） 9月22日（木）

10月4日（火） ◎ 名古屋RC 9月13日（火） 9月20日（火）

10月20日（木） ◎ 名古屋西RC 10月6日（木） 10月13日（木）

2016-17年度 ガバナー公式訪問・ガバナー補佐訪問日程

※ ◎はホストクラブ ★は夜間例会
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分区名 ガバナー公式訪問日 クラブ名 ガバナー補佐訪問日 報告書提出日

【東名古屋分区】

ガバナー補佐 柴田 幸男
分区幹事 朝倉 淳一
分区副幹事 加藤 慶人
地区副幹事 中村 重嗣
地区スタッフ 岡田 邦義

9月2日（金）
◎ 名古屋北RC 8月19日（金） 8月26日（金）

名古屋葵RC 8月4日（木） 8月11日（木）
名古屋アイリスRC 8月3日（水） 8月10日（水）

9月26日（月）
◎ 名古屋東RC 9月5日（月） 9月12日（月）

名古屋千種RC 8月30日（火） 9月6日（火）
名古屋昭和RC 9月12日（月） 9月19日（月）

10月12日（水）
◎ 名古屋和合RC 9月14日（水） 9月21日（水）

名古屋名東RC 9月27日（火） 10月4日（火）
名古屋東山RC 9月8日（木） 9月15日（木）

10月26日（水）
◎ 名古屋守山RC 10月5日（水） 10月12日（水）

名古屋名北RC 10月12日（水） 10月19日（水）
名古屋錦RC 10月4日（火） 10月11日（火）

【東三河分区】

ガバナー補佐 高桑 耐
分区幹事 柴田 浩志
分区副幹事 伊藤 正幸
地区副幹事 尾崎 篤司
地区スタッフ 太田 成紀

9月6日（火）
◎ 田原パシフィックRC ★ 8月23日（火） 8月30日（火）

田原RC 8月18日（木） 8月25日（木）
渥美RC 8月17日（水） 8月24日（水）

9月16日（金）
◎ 新城RC 9月2日（金） 9月9日（金）

豊川RC 8月31日（水） 9月7日（水）

9月20日（火）
◎ 豊橋北RC 9月6日（火） 9月13日（火）

豊橋RC 9月1日（木） 9月8日（木）

9月30日（金）
◎ 豊橋ゴールデンRC 9月16日（金） 9月23日（金）

豊橋南RC 9月12日（月） 9月19日（月）
豊橋東RC 9月14日（水） 9月21日（水）

10月18日（火）
◎ 豊川宝飯RC 10月4日（火） 10月11日（火）

蒲郡RC 9月30日（金） 10月7日（金）

【西三河中分区】

ガバナー補佐 小島 哲夫
分区幹事 中山 憲和
分区副幹事 稲本 良二
分区副幹事 伊豫田 健児
分区副幹事 西村 圭人
地区副幹事 荻須 文一
地区スタッフ 福島 葉子

8月22日（月）
◎ 豊田西RC 8月1日（月） 8月8日（月）

豊田三好RC ★ 8月1日（月） 8月8日（月）

9月13日（火）
◎ 岡崎南RC 8月9日（火） 8月16日（火）

岡崎城南RC ★ 8月30日（火） 9月6日（火）

10月11日（火）
◎ 豊田中RC ★ 9月20日（火） 9月27日（火）

豊田RC 9月15日（木） 9月22日（木）
豊田東RC 9月14日（水） 9月21日（水）

10月13日（木）
◎ 岡崎東RC 9月29日（木） 10月6日（木）

岡崎RC 9月28日（水） 10月5日（水）

【西三河分区】

ガバナー補佐 近藤 一幸
分区幹事 鈴木 民也
分区副幹事 加藤 久和
地区副幹事 天野 惠一
地区スタッフ 安福 良豊

石川 勝敏

8月23日（火）
◎ 高浜RC 8月2日（火） 8月9日（火）

碧南RC 8月10日（水） 8月17日（水）

9月7日（水）
◎ 知立RC 8月24日（水） 8月31日（水）

刈谷RC 8月22日（月） 8月29日（月）

9月15日（木）
◎ 西尾一色RC 9月1日（木） 9月8日（木）

西尾RC 8月30日（火） 9月6日（火）
西尾KIRARARC 9月2日（金） 9月9日（金）

10月21日（金）
◎ 安城RC 10月7日（金） 10月14日（金）

三河安城RC 10月5日（水） 10月12日（水）

※ ◎はホストクラブ ★は夜間例会
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ガバナー 南尾張分区ガバナー補佐 西尾張分区ガバナー補佐 東尾張分区ガバナー補佐
服部 良男 村瀬 秀和 黒 野 晃 太 郎 古田 嘉且

西名古屋分区ガバナー補佐 東名古屋分区ガバナー補佐 東三河分区ガバナー補佐 西三河中分区ガバナー補佐
深谷 友尋 柴田 幸男 高 桑 耐 小島 哲夫

西三河分区ガバナー補佐 パストガバナー パストガバナー パストガバナー
近藤 一幸 福田 浩三 盛田 和昭 神戸 政治

パストガバナー パストガバナー パストガバナー パストガバナー
石川 和昌 松 本 宏 内藤 明人 野村 重彦

パストガバナー パストガバナー パストガバナー パストガバナー
福田 清成 岡部 快圓 豊島 德三 大島 宏彦

パストガバナー パストガバナー パストガバナー パストガバナー
髙橋 治朗 斎藤 直美 江崎 柳節 片山 主水

2016‐17年度 地区役員
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パストガバナー パストガバナー パストガバナー パストガバナー
大澤 輝秀 田嶋 好博 松前 憲典 千 田 毅

パストガバナー パストガバナー パストガバナー 地区幹事
田中 正規 近藤 雄亮 加藤 陽一 岩月 昭佳

地区副幹事 地区副幹事 地区副幹事 地区副幹事
林 和 夫 菅井 龍一 岩月 一郎 松原 広幸

地区副幹事 地区副幹事 地区副幹事 地区副幹事
中村 重嗣 尾崎 篤司 荻須 文一 天野 惠一

地区会計長 地区監事 地区事務長 地区スタッフ
河 合 潤 蜂須賀 利雄 加藤 博巳 大村 康雄

地区スタッフ 地区スタッフ 地区スタッフ 地区スタッフ
石川 敏郎 谷 泰 男 福澤 玉青 花市 佳明

2016‐17年度 地区役員
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地区スタッフ 地区スタッフ 地区スタッフ 地区スタッフ
岡田 邦義 太田 成紀 福島 葉子 安福 良豊

地区スタッフ ガバナーエレクト 次期地区幹事 指名委員長
石川 勝敏 神野 重行 加藤 定伸 田中 正規

副ガバナー 地区研修リーダー 地区監査役 南尾張分区分区幹事
近藤 雄亮 田中 正規 森 恒夫 佐藤 雅之

西尾張分区分区幹事 東尾張分区分区幹事 西名古屋分区分区幹事 東名古屋分区分区幹事
鈴木 正徳 波多野 智章 岩佐 信機 朝 倉 淳 一

東三河分区分区幹事 西三河中分区分区幹事 西三河分区分区幹事
柴田 浩志 中山 憲和 鈴木 民也

2016‐17年度 地区役員
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研修委員長 戦略計画委員長 危機管理委員長 財務委員長
田中 正規 服部 良男 黒田 勝基 榊原 勝俊

拡大委員長 会員増強委員長 職業奉仕委員長 社会奉仕委員長
千 田 毅 光岡 新吾 匹田 雅久 鈴村 與左衛門

国際奉仕委員長 青少年奉仕委員長 インターアクト委員長 ローターアクト委員長
鈴木 宏司 寺本 善雄 佐藤 裕彦 西本 一幸

RYLA委員長 青少年交換委員長 公共イメージ向上委員長 地区大会企画委員長
竹内 幹尚 髙木 政義 篭橋 美久 服部 良男

ロータリー財団監査委員長 ロータリー財団委員長 ロータリー財団会計長 資金管理委員長
加藤 陽一 中村 公彦 神 谷 研 豊島 德三

資金推進委員長 補助金委員長 職業研修チーム委員長 ポリオ・プラス委員長
松田 茂治 髙山 景一 福田 哲三 加藤 浩一

2016‐17年度 地区委員長
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奨学基金・平和フェローシップ委員長 米山記念奨学委員長 RLI実行委員長 学友委員長
長谷川 龍伸 金田 英和 関口 宗男 小島 哲夫

WFF実行委員長
加藤 陽一

2016‐17年度 地区委員長
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RI理事 ロータリーコーディネーター（RC） ロータリー公共イメージコーディネーター補佐（ARPIC） ロータリー財団地域コーディネーター補（ARRFC）
斎藤 直美 田中 正規 近藤 雄亮 深谷 友尋

公益財団法人ロータリー日本財団理事 公益財団法人ロータリー日本財団監事 公益財団法人ロータリー米山記念奨学会理事 公益財団法人ロータリー米山記念奨学会選考委員
江崎 柳節 片山 主水 近藤 雄亮 江崎 柳節

公益財団法人ロータリー米山記念奨学会評議委員 公益財団法人ロータリー米山記念奨学会学務・学友委員 NPO法人RI日本青少年交換委員会理事 NPO法人RI日本青少年交換委員会社員
田中 正規 田中 正規 神 田 憲 黒田 勝基

ロータリーの友委員会副委員長 ロータリーの友委員会地区代表委員 地区ローターアクト代表
片山 主水 尾本 和弘 渡邉 博人

2016‐17年度 RI役員
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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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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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年度 ガバナー 地区幹事 尾張第一 東尾張 西尾張 三河第一 三河第二 東北信 南信第一 南信第二
1985‐86 福田浩三 川口卓男 吉田市郎 松永金次郎 足立舛一 山内 彊 岡田一秀 星野晃良 吉江親正 石原桃介

名古屋空港 名古屋空港 名古屋 江南 一宮北 豊橋北 岡崎南 軽井沢 塩尻 駒ヶ根
年度 ガバナー 地区幹事 尾張第一 名古屋第一 名古屋第二 東尾張 西尾張 三河第一 三河第二

1989‐90 盛田和昭 水野喬樹 石井直一 加納 泉 小渕 連 天野正英 横井永忠 柴田 茂 神谷 治
名古屋 名古屋 常滑 名古屋中 名古屋守山 名古屋空港 あま 豊橋南 高浜

1990‐91 中村繁男 宮本昌幸 永井 進 嶺木一夫 岡本纓二 青山鍵夫 長谷川淳一 間瀬誠一 市川裕士
岡崎南 岡崎南 知多 名古屋瑞穂 名古屋名東 瀬戸北 尾張中央 渥美 刈谷

1991‐92 加納 泉 伊藤洵二 中林大三 天野道造 伊藤 寛 大野義彦 水野宏武 三高 宏 丹羽猶次郎
名古屋中 名古屋中 東海 名古屋大須 名古屋東 岩倉 西春日井 奥三河 豊田西

1992‐93 神戸政治 鈴木孝則 花井文雄 林 光雄 日比榮一 長谷川二郎 山本鐵彦 荻野 修 服部國男
あま あま 東知多 名古屋西 名古屋北 豊山・城北 津島 新城 岡崎

年度 ガバナー 地区幹事 尾張第一 名古屋第一 名古屋第二 東尾張 西尾張 東三河 西三河第一 西三河第二
1993‐94 宮地信尚 杉原彦三郎 松本 宏 林永治郎 𠮷村夘一郎 山内鑛平 萩本鐵夫 石川顕次 成田敏圀 杉浦義夫

豊川 豊川 半田 名古屋 名古屋名北 瀬戸 一宮北 豊橋北 岡崎東 西尾
1994‐95 蜂谷弘道 森 武保 清水良三 朽木義一 大谷和雄 平林米司 林 恵 梅村 東 加藤喜作 太田昭夫

名古屋和合 名古屋和合 半田南 名古屋南 名古屋千種 犬山 稲沢 豊橋ゴールデン 豊田 安城
1995‐96 石川和昌 神野紀郎 市田弘治 荒木 巌 浦野三男 福田清成 松前憲典 平野義郎 加藤正男 石川八郎右衛門

豊橋 豊橋 常滑 名古屋みなと 名古屋北 江南 一宮中央 田原パシフィック 岡崎南 碧南
1996‐97 松本 宏 内田栄一 森岡秀夫 各務芳樹 古川善次郎 伴野富三 酒井 孝 石川孝司 森 順次 小出和巳

半田 半田 知多 名古屋東南 名古屋東 小牧 一宮 豊橋 豊田東 一色
1997‐98 犬飼栄輝 片山主水 河合博文 堀田逞二 山田静夫 早川八郎 加藤千博 鈴木省三 有馬惟夫 杉浦重行

名古屋東南 名古屋東南 東海 名古屋中 名古屋守山 春日井 尾西 蒲郡 岡崎城南 高浜
年度 ガバナー 地区幹事 南尾張 西尾張 東尾張 西名古屋 東名古屋 東三河 中三河 西三河

1998‐99 内藤明人 岩間俊夫 加藤知成 田中清隆 飯田幸雄 春日良平 上村晋也 来本吉郎 村野力男 池田憲司
名古屋西 名古屋西 東知多 あま 尾張旭 名古屋瑞穂 名古屋和合 豊橋北 豊田西 刈谷

年度 ガバナー 地区幹事 南尾張 西尾張 東尾張 西名古屋 東名古屋 東三河 西三河中 西三河
1999‐00 野村重彦 内藤耕造 石川八郎 丹羽那一 加藤俊夫 岡部快圓 坂本精志 石黒坦史 太田賢太郎 横井杲

刈谷 刈谷 半田 尾張中央 名古屋空港 名古屋大須 名古屋名東 豊川 岡崎 知立
2000‐01 福田清成 伊藤鶴𠮷 石川治郎 藤井 忠 坂田 隆 小坂忠勝 星川直志 林 成樹 花沢 勇 加納 隆

江南 江南 半田南 西春日井 瀬戸北 名古屋栄 名古屋名北 田原 豊田三好 西尾KIRARA
2001‐02 太田賢太郎 藤井克己 伊奈正彦 古川弘一 山田照満 林 隆二 水野賀續 鈴木茂雄 足立汎和 伊藤信吾

岡崎 岡崎 常滑 津島 岩倉 名古屋名南 名古屋千種 豊橋南 岡崎東 西尾
2002‐03 岡部快圓 伊藤 宏 稲山達弘 大森克孝 太田達夫 青島邦夫 細野恭弘 本多克弘 伊藤康司 原田慶三郎

名古屋大須 名古屋大須 知多 一宮北 名古屋城北 名古屋名駅 名古屋昭和 新城 豊田 安城
2003‐04 豊島德三 瀧 義孝 河合博文 田口茂利平 坪井靖治 岡田守功 長谷川正孝 木村守雄 鈴木英成 榊原義嗣

一宮北 一宮北 東海 稲沢 瀬戸 名古屋丸の内 名古屋錦 渥美 岡崎南 碧南
2004‐05 大島宏彦 安藤重良 加藤知成 長谷川正己 小川征一 山路兼生 神田 肇 伴 辰三 鈴木 昌 鈴木信吾

名古屋 名古屋 東知多 一宮中央 犬山 名古屋南 名古屋東山 豊川宝飯 豊田東 一色
2005‐06 髙橋治朗 川島 誠 竹内尚哉 大森一人 岩井正彦 成田洋之 田嶋好博 松崎 進 小野智範 杉浦義尚

名古屋西 名古屋西 半田 一宮 江南 名古屋みなと 名古屋北 豊橋ゴールデン 岡崎城南 高浜
2006‐07 斎藤直美 藤井伸三 森島昭二 山内 登 江崎柳節 片山主水 千田 毅 尾原 脩 加藤鈴幸 羽田育哉

豊田 豊田 半田南 尾西 小牧 名古屋東南 名古屋東 田原パシフィック 豊田西 刈谷
2007‐08 江崎柳節 河村嘉男 清水幸一 鈴木孝則 清水 勲 杉本仁至 佐藤正延 神野武郎 杉浦壽康 金子利夫

小牧 小牧 常滑 あま 春日井 名古屋中 名古屋守山 豊橋東 岡崎 知立
2008‐09 片山主水 宮崎 薫 村上茂登 安藤銑悟 安藤公爾 近藤雄亮 國分孝雄 松井章悟 福岡輝夫 辻村和美

名古屋東南 名古屋東南 知多 尾張中央 尾張旭 名古屋瑞穂 名古屋和合 豊橋 豊田中 西尾KIRARA

2009‐10 大澤輝秀 岩瀬淳一郎 高村敦夫
保浦文夫
藤井 忠

高山光雄 草野勝彦 村橋泰志 飯島 卓 堀川 泰 石原健一

豊川 豊川 東海 名古屋清須 名古屋空港 名古屋大須 名古屋名東 蒲郡 豊田三好 三河安城

歴代ガバナー・地区幹事・ガバナー補佐（分区代理）一覧
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年度 ガバナー 地区幹事 南尾張 西尾張 東尾張 西名古屋 東名古屋 東三河 西三河中 西三河
2010‐11 田嶋好博 水野𠮷紹 寺田 諭 高木輝和 杉山仁朗 西村忠郎 遠藤友彦 鈴木茂久 杉田雄男 尾﨑隆爾

名古屋北 名古屋北 大府 津島 瀬戸北 名古屋栄 名古屋名北 豊橋北 岡崎東 西尾
2011‐12 松前憲典 長谷川正己 山口誠一 加藤 勉 河村金明 三浦和人 大口弘和 岩瀬淳一郎 横山眞久 細井英治

一宮中央 一宮中央 東知多 一宮北 岩倉 名古屋名南 名古屋千種 豊川 豊田 安城
2012‐13 千田 毅 栁澤幸輝 杉浦三郎 服部孝根 小原久和 大橋昭治 井上雅之 松井 昭 本間 毅 加藤良邦

名古屋東 名古屋東 半田 稲沢 名古屋城北 名古屋名駅 名古屋昭和 田原 岡崎南 碧南
2013‐14 田中正規 榊原勝俊 石川勝彦 小島三男 丹羽司一 川原弘久 三浦俊彦 赤井知久 梅村憲一 神谷正康

西尾 西尾 半田南 一宮中央 愛知長久手 名古屋丸の内 名古屋錦 豊橋南 豊田東 一色
2014‐15 近藤雄亮 髙須洋志 牧野克則 野杁章夫 加藤令吉 宮田紀昭 松野一彦 中島忠幸 桐渕利次 黒田勝基

名古屋瑞穂 名古屋瑞穂 常滑 一宮 瀬戸 名古屋西 名古屋東山 新城 岡崎城南 高浜
2015‐16 加藤陽一 大竹一義 村上茂登 平松清美 朱宮新治 近藤雅夫 藤田義明 彦坂育甫 小幡輝雄 杉浦世志朗

瀬戸 瀬戸 知多 尾西 犬山 名古屋南 名古屋葵 渥美 豊田西 刈谷
2016‐17 服部良男 岩月昭佳 村瀬秀和 黒野晃太郎 古田嘉且 深谷友尋 柴田幸男 高桑 耐 小島哲夫 近藤一幸

岡崎 岡崎 東海 あま 江南 名古屋みなと 名古屋北 豊川宝飯 豊田中 知立
2017‐18 神野重行 加藤定伸

名古屋名駅 名古屋名駅
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支出の部
科 目 2016－17年度予算案 2015－16年度予算案 備 考（16年度）

国際ロータリー行事費 1，300，000 1，300，000
ガバナーエレクト国際協議会出席補助金 1，000，000 1，000，000
RI規定審議会出席補助金 300，000 300，000 注4

地区事業・行事費 50，180，000 48，625，000
地区大会協力金
地区事業費 46，080，000 45，125，000 特別会計振替
地区研修・協議会 1，000，000 1，000，000
IM費 1，600，000 1，000，000 注5
地区チーム研修セミナー（ガバナー補佐研修を含む） 500，000 500，000
会長エレクト研修セミナー 600，000 600，000
ロータリー財団セミナー 200，000 200，000
会員増強セミナー 200，000 200，000

地区運営費 39，852，000 39，826，250
ガバナー会議等出席補助金 1，800，000 1，800，000
ガバナー会運営協力金 1，032，000 1，021，250215円×4，800人
ロータリー文庫運営協力金 1，440，000 1，425，000300円×4，800人
ガバナー事務所運営費 18，000，000 18，000，000
ガバナーエレクト事務所補助金 5，000，000 5，000，000
ガバナー月信等協力金 8，500，000 8，500，000
地区会計費 100，000 100，000
地区幹事費 200，000 200，000
ガバナー補佐費（分区運営費含む） 3，130，000 3，130，000 注6及び注7
特別代表費 300，000 300，000
記念品費 350，000 350，000

地区委員会費 8，840，000 7，040，000
地区諮問委員会 1，000，000 1，000，000
地区指名委員会 50，000 50，000
立法案審議委員会 50，000 50，000
危機管理委員会 200，000 50，000
会員増強委員会 200，000 200，000
拡大委員会 50，000 150，000
研修委員会 100，000 200，000
公共イメージ向上委員会 1，600，000 1，850，000（広報650，000、IT1，200，000）
RLI実行委員会 150，000 ―
職業奉仕委員会 250，000 250，000
社会奉仕委員会 700，000 700，000
国際奉仕委員会 500，000 500，000
青少年奉仕委員会 1，470，000 1，470，000

インターアクト委員会 インターアクト・ローターアクト インターアクト・ローターアクト
ローターアクト委員会 RYLA・青少年交換委員会含む RYLA・青少年交換委員会含む
RYLA委員会
青少年交換委員会

ロータリー財団監査委員会 50，000 50，000
ロータリー財団委員会 1，370，000 1，370，000

資金管理委員会
資金推進委員会
補助金委員会 全ての委員会を含む 全ての委員会を含む
職業研修チーム委員会
ポリオプラス委員会
奨学基金・平和フェローシップ委員会

収入の部
科 目 2016－17年度予算案 2015－16年度予算案 備 考（16年度）

一
般
資
金

前年度繰越金 15，000，000 0 注1
地区資金前期 27，840，000 27，550，000 5，800円×4，800人 注2（A）
地区資金後期 27，360，000 27，075，000 5，700円×4，800人 〃
雑収入 20，000 20，000

計 70，220，000 54，645，000
特
別
資
金

地区大会協力金
地区事業費 46，080，000 45，125，000 9，600円×4，800人 注3（B）

計 46，080，000 45，125，000
合 計 116，300，000 99，770，000

2016-17年度 地区資金予算書
《一般（総合）会計の部》
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学友委員会 50，000 0
米山記念奨学委員会 850，000 850，000
被災高校生支援委員会 － 150，000
WFF実行委員会 200，000 － 期間限定

特別活動事業・行事費（RYLA国際大会） 3，800，000 800，000 特別会計繰入 注8
雑費 328，000 328，750
次年度繰越金 12，000，000 0
合計 116，300，000 97，920，000

2016－17年度予算案 2015－16年度予算案 備 考（16年度）

収
入

繰越金 0
地区事業費 46，080，000 45，125，000 9，600円×4，800人（B）
特別活動事業・行事費 3，800，000 800，000 注8

合 計 49，880，000 45，925，000

支
出

地区事業費 46，080，000 45，125，000
青少年交換事業資金 9，120，000 9，025，000 1，900円×4，800人
青少年活動事業資金 11，520，000 11，400，000 2，400円×4，800人
ポリオプラス活動支援金 1，440，000 1，425，000 300円×4，800人
職業研修チーム（VTT）協力金 1，920，000 1，900，000 400円×4，800人
RIJYEC協力金（保険料） 960，000 475，000 200円×4，800人
国際奉仕事業資金 480，000 475，000 100円×4，800人
地区大会補助金 20，640，000 20，425，000 4，300円×4，800人
特別活動事業費 3，800，000 800，000
ロータリー研究会、RYLA国際大会補助金 3，800，000 800，000
次期繰越金（予備費） 0

合 計 49，880，000 45，925，000

1．RI規定審議会補助金積立金 2016－17年度予算案 2015－16年度予算案 備 考（16年度）

収
入

前年度積立金 0 600，000
繰入金 300，000 300，000

合 計 300，000 900，000

支
出

活動費 0 900，000
次年度積立金 300，000 0

合 計 300，000 900，000
2．特別事業基金 2016－17年度予算案 2015－16年度予算案 備 考（16年度）

収
入

繰越金 10，000，000 10，000，000
積立金

合 計 10，000，000 10，000，000
支
出

次年度基金 10，000，000 10，000，000
合 計 10，000，000 10，000，000

《特別会計の部》
事業・行事費

積立金

2016～2017年度
注1 前年度繰越金は前年度決算が確定前であるため、見込み金額としました。
注2 地区資金 一人あたり11，500円（前期5，800円・後期5，700円）（A）

現在の会員数状況を勘案した上で見積もり、前期4，800人、後期4，800人としました。
注3 地区事業費 9，600円の内訳（B）

：青少年交換1，900円＋青少年活動2，400円＋ポリオプラス300円＋職業研修チーム400円＋国際奉仕事業100円
＋RIJYEC200円＋地区大会4，300円

注4 RI規定審議会出席補助金は3年ごとに開かれる同会議の出席に備えるものであり、特別会計（積立金）に拠出します。
注5 IM費は分区あたり200，000円としました。
注6 ガバナー補佐費は、ガバナー補佐の活動費に充てるものであり、分区あたり基本額40，000円

一クラブあたり30，000円としました。その合計額です。
注7 分区運営費は1分区あたり40，000円としました。
注8 特別活動事業・行事費の内訳

：本年度分 RYLA国際大会補助金 800，000円 ロータリー研究会補助金 3，000，000円
※その他の注意点

・会員一人あたり年間負担金 （A）地区資金＋（B）地区事業費＝21，100円
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第2760地区 ロータリークラブ拡大表
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1920年代 1930年代 1940年代 1950年代 1960年代 1970年代 1980年代 1990年代 2000年代 2010年代

順 クラブ名 設立年 順 クラブ名 設立年
1 名古屋 1925 1920年代（計1） 42 奥三河→終結（2015．6） 1970

1970年代
（計10）

2 一宮 1949 1940年代（計1） 43 豊田西 1970
3 豊橋 1950

1950年代
（計17）

44 尾張旭 1971
4 半田 1951 45 名古屋和合 1972
5 岡崎 1951 46 岡崎東 1973
6 津島 1953 47 名古屋空港 1974
7 名古屋西 1954 48 名古屋清須 1975
8 刈谷 1954 49 名古屋名東 1978
9 蒲郡 1954 50 瀬戸北 1978
10 尾西 1955 51 岩倉 1979
11 名古屋南 1957 52 名古屋瑞穂 1980

1980年代
（計12）

12 豊橋北 1957 53 半田南 1980
13 安城 1958 54 豊田東 1980
14 西尾 1958 55 名古屋名北 1981
15 豊川 1959 56 名古屋千種 1982
16 碧南 1959 57 尾張中央 1984
17 名古屋北 1959 58 名古屋大須 1985
18 名古屋東 1959 59 豊川宝飯 1986
19 瀬戸 1959 60 名古屋城北 1986
20 豊田 1961

1960年代
（計22）

61 知多 1988
21 田原 1961 62 豊橋ゴールデン 1988
22 犬山 1961 63 岡崎城南 1989
23 西尾一色 1962 64 名古屋栄 1990

1990年代
（計13）

24 一宮北 1963 65 豊田三好 1990
25 稲沢 1963 66 田原パシフィック 1990
26 名古屋守山 1964 67 一宮中央 1990
27 岡崎南 1964 68 知立 1991
28 江南 1965 69 名古屋名南 1991
29 豊橋南 1966 70 名古屋名駅 1991
30 名古屋みなと 1966 71 西尾KIRARA 1991
31 常滑 1966 72 名古屋昭和 1992
32 新城 1967 73 名古屋丸の内 1995
33 小牧 1968 74 豊橋東 1996
34 高浜 1969 75 名古屋錦 1996
35 名古屋東南 1969 76 名古屋東山 1996
36 渥美 1969 77 三河安城 2000

2000年代
（計6）

37 春日井 1969 78 豊田中 2000
38 東海 1969 79 愛知長久手 2003
39 東知多 1969 80 大府 2003
40 あま 1969 81 名古屋葵 2005
41 名古屋中 1969 82 中部名古屋みらい 2009

83 名古屋アイリス 2013 2010年代
（計2）84 愛知ロータリーE 2014

第2760地区 ロータリークラブ設立年表
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分区地図
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クラブの沿革・事務所・例会・会員状況 ロータリー財団・米山寄与状況

ク
ラ
ブ
報
告
関
係

1．クラブ創立年月日・RI加盟承認年月日

2．特別代表名・スポンサークラブ名

3．クラブ事務所・所在地・郵便番号・電話・FAX

4．クラブ例会場・所在地・郵便番号・電話・FAX

5．クラブ例会・時間・所在地域（略地図）

6．正会員数 （4月1日現在） 名

7．名誉会員 （4月1日現在） 名

計 名

1．クラブ会員最年長者 （4月1日現在） 才

2．クラブ会員最年少者 （4月1日現在） 才

3．クラブ会員平均年齢 （4月1日現在） 才

4．過去3年間の平均出席者率 ％

5．過去3年間の会員増強の推移 名

6．ロータリー財団寄与累計額 （4月1日現在） 円

一人あたりの寄与額 ＄

7．「財団の友」会員 （4月1日現在） 名

8．ポール・ハリス・フェロー数 （4月1日現在） 名

9．マルチプル・ポール・ハリス・フェロー （4月1日現在） 名

10．ベネファクター（恒久基金） （4月1日現在） 名

11．メジャードナー数 （4月1日現在） 名

12．米山功労者数 （4月1日現在） 名

13．出席率2015年7月～2016年6月期間の月別出席率

（公式訪問の早いクラブは記入可能月までで良い） ％

クラブ会員人事・主要行事状況 クラブ委員会組織及び事業計画状況

事
業
計
画
関
係

1．クラブ役員理事及び委員会構成

2．会員名簿一覧表（記載要領下記）

姓名・生年月日・入会年月日・所属委員会

勤務先及び役職名・職業分類・住所・電話番号

3．クラブ会長の年度計画及び目標の重点

4．クラブ細則及び内規の変更・追加事項

5．2015‐16年度決算書及び2016‐17年度予算書

6．クラブ行事一覧表（プログラム）

7．例会・理事会・クラブ協議会・クラブフォーラ

ム・年次総会・創立記念日・月または週間行

事・インフォーマル・ディスカッション・ミー

ティング・家族会等

Ａ．クラブ管理運営委員会

1．プログラム

2．クラブ会報

3．ウェブサイト

4．出席

5．親睦

6．ロータリー研修

7．会場

8．ニコBOX

Ｂ．会員増強委員会

Ｃ．広報委員会

1．IT委員会

2．雑誌委員会

Ｄ．奉仕プロジェクト委員会

1．職業奉仕

2．社会奉仕

①RCC

②環境保全

3．国際奉仕

4．青少年奉仕

①インターアクト

②ローターアクト

Ｅ．ロータリー財団委員会

Ｆ．米山記念奨学会委員会

クラブ計画書作成要領
（2016-17年度 国際ロータリー第2760地区）
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事
業
計
画

提出書類 作成部数 摘要

1．クラブ計画書 5部
7月19日迄にガバナー事務所宛に4部、ガバナー補佐
事務所宛に1部送付下さい。

2．ガバナー補佐訪問報告書（クラブ記入用） 2部
あらかじめ決められた期日までに所定事項をご記入の
上、ガバナー事務所宛に1部、ガバナー補佐事務所宛
に1部を送付下さい。

3．ガバナー補佐訪問報告書（補佐記入用） 2部
ガバナー補佐はガバナー補佐訪問終了後に所見をご記
入の上、2部をガバナー事務所へ送付下さい。

期日 事由 報告用紙 報告先 部数

毎月10日までに
必着のこと 会員増強報告 7月1日ガバナー事務所より

送付される ガバナー事務所 1

毎月13日までに
必着のこと 出席記録 7月1日ガバナー事務所より

送付される ガバナー事務所 1

7月1日及び1月1日
現在を報告すること 半期報告

国際ロータリー事務局より送付される
国際ロータリー 1

RIウェブサイトオンラインで報告

月 日 次年度会長・幹事
R財団委員長 RIウェブサイトのMy Rotaryよりオンラインでの報告

月 日 国際ロータリー国際大会
出席代表信任状 証明書

国際ロータリー事務局よりメールにて
送付される（公式名簿記載資料） ガバナー事務所

月 日 国際ロータリー第2760地区
地区大会信任状 ガバナー事務所より依頼 地区大会信任状委員会

（ガバナー事務所）

その都度

入会・退会・変更
（種類・分類・住所）届 RIウェブサイトのMy Rotaryよりオンラインでの報告 1

例会日時・例会場
事務所等の変更 随 意

1．国際ロータリー日本事務局
2．ガバナー事務所
3．ロータリーの友事務所
4．近隣ロータリークラブ

1
1
1
1

新ポールハリス・フェロー
および米山功労者の誕生
クラブ会員の訃報

随 意 ガバナー事務所 1

提出書類

クラブ定例報告案内
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注①上記送付先（銀行口座・宛名）については、79頁記載の関係事務所欄をご参照下さい。

②比例人頭分担金
1月1日入会者 ＄27．50 7月1日入会者 ＄28．00
1月2日～2月1日入会者 ＄27．50×5／6※ 7月2日～8月1日入会者 ＄28．00×5／6※
2月2日～3月1日入会者 ＄27．50×4／6※ 8月2日～9月1日入会者 ＄28．00×4／6※
3月2日～4月1日入会者 ＄13．75 9月2日～10月1日入会者 ＄14．00
4月2日～5月1日入会者 ＄27．50×2／6※ 10月2日～11月1日入会者 ＄28．00×2／6※
5月2日～6月1日入会者 ＄27．50×1／6※ 11月2日～12月1日入会者 ＄28．00×1／6※
6月2日～6月30日入会者 なし 12月2日～12月31日入会者 なし

※1月に届く半期報告書記載のAmount Billedの金額をご参照下さい。

③寄付によって送金先が異なりますのでご留意下さい。
【年次プログラム基金、ポリオプラス、恒久基金、冠名基金、遺贈共の会、マッチング・グラントとグローバル補助金の

提唱者負担分寄付、その他使途指定寄付】
⇒公益財団法人ロータリー日本財団
【プロジェクトの返金、ネクタイ・スカーフ、慈善年金】
⇒国際ロータリーのロータリー財団

④ロータリーの友の購読料はロータリーの友事務所より、請求をお受け取りの後、お振り込み下さい。

区分 内訳 金額（円）送金方法 送金先 注① 備考

国際ロータリー
関係

人頭分担金 注② ＄56．00 2回分納 国際ロータリー日本事務局

規定審議会分担金 ＄ 1．50 年1回 〃 円／＄

（ザ・ロータリアン購読料 ＄24．00 2回分納） 〃

地区資金 11，500円 2回分納 地区会計長

地区関係 地区事業費 9，600円 〃 〃

小計 21，100円

ロータリー財団寄付 注③ （＄150） 年次寄付年間目標額 公益財団法人ロータリー日本財団
／国際ロータリーのロータリー財団

全国関係 米山記念奨学会寄付 （20，000円） 普通寄付年間目標額
／特別寄付 ㈶ロータリー米山記念奨学会

ロータリーの友購読料 注④ 2，592円 2回分納 ロータリーの友事務所

各負担金・寄付金送金案内
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【ロータリー財団関連】
1）奨学生の募集に関する相談及び書類作成
2）RI本部から来る書類の翻訳及びRI本部へ送る書類

作成等
3）財団に関する質問に対する調査及び報告書作成等
4）財団の行事に関する書類作成・受付などの補助等
5）財団学友会の名簿管理
6）その他付随する業務

【米山奨学生関連】
1）米山奨学生選考の書類作成。試験会場手伝い等
2）米山奨学生の行事に関する書類作成・名札作成・受

付手伝い等
3）米山奨学生に関する質問・相談・各クラブへの補助

業務等

【青少年交換関連】
青少年交換に関する事務補助

1．開催
地区委員会は適宜、地区内クラブ委員長会議（別にセミナー開催のときはこれを含め）は年に1度以上開催のこと

2．開催通知
・開催通知・案内等書面により通知のこと ・ガバナー・委員長連名のこと
・開催内容（議題・開催内容）を記載のこと ・必要に応じ地区公共イメージ向上委員会・報道機関へ連絡手配

のこと

3．開催場所手配
・地区委員会の開催場所は原則ガバナー事務所会議室のこと
・地区内クラブ委員長会議等は地区委員会で手配のこと

4．費用負担
・地区委員会の運営費は、各委員会予算額以内のこと
・セミナー・クラブ委員長会議等の登録料は最少額で設定のこと

5．その他
・原則として、召集通知・出席回答・会場手配・会場準備・当日受付等は全て委員会（委員長所属のクラブのホス

トが一般的）で担当する。
・ガバナー事務所へは必ず開催書面（1通）送付のこと
・担当地区副幹事には別途送付・Faxのこと
・封筒（大）・出席カード等はガバナー事務所に用意
・レターヘッドは年度当初にガバナー事務所より委員長に配布する
・地区委員会の初回はガバナー・地区幹事原則出席

担当地区副幹事は毎回出席、初回以降の地区委員会にガバナー出席の必要のときは事前にその旨連絡のこと
クラブ委員長会議はガバナー・地区幹事・担当副幹事出席

執務時間
月曜日～金曜日（土・日・祝休）の10：00～17：00

機能
1．地区委員会開催案内の発信
地区委員会、クラブ委員長会議等開催案内のメール発信について引受可能
但し、出欠回答先および登録料振込先は委員長宛として下さい

2．出席カードの手配
出席者名を1週間前までにMUカードフォーマット（エクセル）で必ず提出して下さい

3．地区資料＆寄贈蔵書保管及び閲覧

4．その他（問合せについては、各担当連絡先へお願い致します。）

地区委員会・地区内クラブ委員長会議等の開催要項

ガバナー事務所の機能について
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クラブ名 提唱RC 創立年月日 会員数 事務所所在地
豊川高等学校 豊川 1964．10．9 17 〒442‐0029 豊川市末広通1‐37
豊田工業高等専門学校 豊田 1965．1．25 13 〒471‐8525 豊田市栄生町2‐1
豊橋商業高等学校 豊橋 1965．10．16 35 〒440‐0864 豊橋市向山町官有地
岡崎城西高等学校 岡崎南 1967．8．21 26 〒444‐0942 岡崎市中園町川成98
名古屋 名古屋 1968．6．15 10 〒464‐0848 名古屋市千種区春岡1‐2‐7名古屋YMCA内
岡崎学園高等学校 岡崎 1971．11．27 13 〒444‐0071 岡崎市稲熊町3‐110
安城学園高等学校 安城 1977．4．1 42 〒446‐0035 安城市小堤町4‐25
修文女子高等学校 一宮北・一宮・尾西・一宮中央 1984．9．14 34 〒491‐0938 一宮市日光町6‐1
光ヶ丘女子高等学校 岡崎東 1992．12．19 46 〒444‐0811 岡崎市大西町奥長入52

阿久比高等学校 半田・常滑・東海・東知多
半田南・知多・大府 1994．3．6 24 〒470‐2213 知多郡阿久比町阿久比尾社2‐1

千種高等学校 名古屋名東 1995．6．24 50 〒465‐8507 名古屋市名東区社台2‐206
桜花学園高等学校 名古屋東・名古屋千種・名古屋昭和 1995．7．11 62 〒466‐0013 名古屋市昭和区緑町1‐7
誉高等学校 小牧 1998．11．22 38 〒485‐0821 小牧市本庄郷浦2613‐2
春日丘高等学校 春日井・名古屋城北・名古屋空港 2001．4．28 85 〒487‐8501 春日井市松本町1105
愛知啓成高等学校 稲沢 2009．5．20 44 〒492‐8218 稲沢市西町1‐1‐41
津島東高等学校 津島 2014．9．26 29 〒492‐0006 津島市蛭間町字弁日1
瑞陵高校 名古屋瑞穂 2015．5．14 19 〒467‐0811 名古屋市瑞穂区北原町2‐1
17 IAC 30RC 587

ローターアクトクラブ 提唱・協力RC 創立年月日 会員数 事務所所在地

岡崎 岡崎・岡崎南・岡崎東
岡崎城南 1969．9．19 12 〒444‐8611 岡崎市竜美南1‐2 岡崎商工会議所5F

岡崎ロータリークラブ内

豊橋 豊橋（協力RC注1） 1975．3．6 11 〒440‐0075 豊橋市花田町石塚42‐1 豊橋商工会議6F
豊橋ロータリークラブ内

田原 田原（協力RC注2） 1975．5．30 18 〒441‐3421 田原市田原町巴江12‐1 崋山会館3F
田原ロータリークラブ内

一宮 一宮中央・一宮・一宮北
尾西 1975．6．5 18 〒491‐0858 一宮市栄4‐6‐8 一宮商工会議所ビル5F

一宮中央ロータリークラブ内

名古屋中央 名古屋みなと・名古屋丸の内
（協力RC注3） 1976．2．6 11 〒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
名古屋みなとロータリークラブ内

江南 江南 1979．1．18 6 〒483‐8205 江南市古知野町小金112 江南商工会議所別館1F
江南ロータリークラブ内

名古屋熱田 名古屋南・名古屋東南
名古屋瑞穂・名古屋名南 1984．3．15 20 〒460‐8608

名古屋市中区栄1‐19‐30
名古屋観光ホテル
名古屋南ロータリークラブ内

名古屋名城 名古屋北
（提唱RC＊1） 1995．6．30 19 〒460‐0008 名古屋市中区栄4‐6‐5丸越ビル6F

名古屋北ロータリークラブ内

豊田広域 豊田・豊田東・豊田三好
豊田中（協力RC注4） 2007．6．24 8 〒471‐0034 豊田市小坂本町1‐4‐12梅村ビル1F

豊田ロータリークラブ内
9RAC 40RC 123

インターアクトクラブ・IAC（Interact Clubs）
2016年2月1日現在

ローターアクトクラブ・RAC（Rotaract Clubs）
2016年2月1日現在

＊1 名古屋名城ローターアクトクラブは東名古屋分区12RCで提唱。2016年度の主管は名古屋葵RC、副主管は名古屋アイリスRCです。
（協力RC注1）豊橋北、豊橋南、豊橋ゴールデン、豊橋東
（協力RC注2）田原パシフィック
（協力RC注3）名古屋西 名古屋名駅
（協力RC注4）豊田西
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回数 開催期日 地区RYLA
委員長

担当分区
（ホストクラブ） テーマ 開催場所 回数 開催期日 地区RYLA

委員長
担当分区

（ホストクラブ） テーマ 開催場所

1 1993
3／14

北秀之
（春日井）

西三河中
（岡崎東） 歴史に学ぶ 岡崎信用金庫

本店大樹寺 14 2006
3／25・26

早川佳教
（知多）

南尾張
（知多） 「夢」 愛知県美浜

少年自然の家

2 1994
3／19・20

北秀之
（春日井）

東尾張
（春日井）

21世紀にはばたけ
…青少年

愛知県労働者
研修センター 15 2007

3／24・25
熊澤勝則

（尾張中央）
西尾張

（尾張中央） 「将来の日本」 愛知県労働者
研修センター

3 1995
3／18・19

岡戸麻一
（東知多）

南尾張
（東知多） 友達になろう 愛知県美浜

少年自然の家 16 2008
2／23・24

坂田憲治
（名古屋東山）

東名古屋
（名古屋東山）

「自立」
－守・破・離－

愛知県労働者
研修センター

4 1996
3／16・17

岡部快圓
（名古屋大須）

西名古屋
（名古屋大須） 自然に学ぼう 愛知県青少年

公園 17 2008
11／8・9

牧野正高
（岡崎城南）

西三河中
（岡崎城南）

「絆」
家族とは、友人とは

愛知県岡崎
青年の家

5 1997
3／15・16

野村重彦
（刈谷）

西三河
（刈谷） 救え・地球を 愛知県青少年

公園 18 2009
11／14・15

犬束俊彦
（小牧）

東尾張
（小牧） 礼節 愛知県岡崎

青年の家

6 1998
4／4・5

石田喜運
（豊橋ゴールデン）

東三河
（豊橋ゴールデン） 新世紀と国際交流 ホリディ・イン

クラウンプラザ豊橋 19 2011
2／26・27

犬束俊彦
（小牧）

西名古屋
（名古屋中） 夢をかたちに 愛知県岡崎

青年の家

7 1999
3／13・14

林正彦
（尾西）

西尾張
（尾西）

今、子供たちが
危ない

愛知県美浜
少年自然の家 20 2012

2／25・26
谷山芳和

（豊田西）
西三河

（三河安城）
幸運は天から

降ってはこない
愛知県岡崎
青年の家

8 2000
3／25・26

中山信夫
（名古屋千種）

東名古屋
（名古屋千種） 地域社会とわたし 愛知県美浜

少年自然の家 21 2013
2／23・24

谷山芳和
（豊田西）

東三河
（田原） 平和 伊良湖

シーパーク＆スパ

9 2001
3／17・18

加藤鈴幸
（豊田西）

西三河中
（豊田西）

21世紀は新世代の
あなたが主役

全トヨタ労連
研修センターつどいの丘 22 2014

3／22・23
谷山芳和

（豊田西）
南尾張

（常滑） 輝いて生きよう 愛知県美浜
少年自然の家

10 2002
3／23・24

横山邦晴
（尾張旭）

東尾張
（尾張旭）

ネット社会の中の
私たち

愛知県労働者
研修センター 23 2015

3／21・22
谷山芳和

（豊田西）
西尾張

（一宮）
思いやりの心を

育もう
愛知県美浜

少年自然の家

11 2003
5／17・18

松井善則
（名古屋瑞穂）

西名古屋
（名古屋瑞穂）

怖いおやじ、
優しいお母さん

愛知県労働者
研修センター 24 2016

3／26・27
竹内幹尚
（豊川）

東名古屋
（名古屋北）

ロータリーとRYLA
～友情と寛容の輪を拡げよう～

愛知県美浜
少年自然の家

12 2004
5／15・16

金子利夫
（知立）

西三河
（知立）

青春の声を
聞かせましょう！ 知立文化会館 25 2017

3／25・26
竹内幹尚
（豊川）

西三河中
（豊田）

四つのテスト（THE FOUR
-WAY TEST）とリーダー

全トヨタ労連
研修センターつどいの丘（予定）

13 2004
11／27・28

岩瀬淳一郎
（豊川）

東三河
（豊川）

見つめ直そうマナーと言葉
－大人の常識と若者の常識－ 豊川閣妙厳寺 26 東尾張

RCC 提唱ロータリークラブ 結成年月日 活動目的 隊員数
1 豊橋RCC豊橋教育サークル（TEC） 豊橋 1993．1．26 「青少年」健全育成 78
2 半田RCC半田教育サークル（HEC） 半田 1993．12．2 「青少年」健全育成 17
3 豊橋ゴールデンRCC 豊橋ゴールデン 1996．4．1 高校生ボランティア 26
4 名古屋守山RCC 名古屋守山 1996．11．7 民間ボランティア 1050
5 安城少年野球サークルRCC 安城 1997．10．17 「青少年」健全育成 30
6 半田RCC国際ボランティアポレポレ 半田 2000．3．13 国際交流 12
7 長瀬楽人会RCC 岡崎東 2002．2．12 伝承 12
8 半田災害支援ボランティアコーディネーターの会RCC 半田南 2004．4．23 災害支援 74
9 「子ども歌舞伎」RCC 豊田西 2007．3．12 伝承 15
10 樹木医カシナガ消防団RCC 名古屋千種 2008．5．5 森林保全 10
11 名古屋東山RCC 名古屋東山 2010．10．9 環境保全 43
12 岡崎大門交通安全RCC 岡崎城南 2012．10．30 交通安全 15
13 さくらんぼ育成会RCC 瀬戸 2013．7．1 伝承と健全育成 15
14 安城市私立幼稚園RCC 三河安城 2013．12．18 園児の健全育成 10
15 愛ポート’05RCC 岡崎南 2014．2．12 障がい者支援 10

地区RYLAセミナー開催状況
2016年2月1日現在

【RYLAセミナー：ホストクラブの奨励事項】
■上記の順番で、RYLAセミナーのホストクラブとして選出・委嘱することが慣例化されています。

ロータリー地域社会共同隊・RCC（Rotary Community Corps）
2016年2月1日現在
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年度 開催年月日 担当分区 ホストクラブ 会 場 ガバナー 実行委員長

1991～’92 ’92．6．6～7 西名古屋 名古屋みなと 名古屋国際会議場 加納 泉 鈴木 忠源

’92～’93 ’92．11．22～24 東尾張 瀬戸 瀬戸市体育館 神戸 政治 加藤 政良

’93～’94 ’93．11．6～8 西三河中 岡崎南 岡崎市総合体育館 宮地 信尚 岡田 一秀

’94～’95 ’94．10．29～30 東名古屋 名古屋守山 ホテルナゴヤキャッスル 蜂谷 弘道 矢島 茂

’95～’96 ’95．11．11～12 南尾張 東海 東海市民体育館 石川 和昌 服部 義則

’96～’97 ’96．10．12～14 西尾張 稲沢 稲沢市民会館 松本 宏 木村 章二

’97～’98 ’97．11．8～10 東三河 田原 飛鳥船上 犬飼 栄輝 広中 康男

’98～’99 ’98．11．21～23 西名古屋 名古屋東南 名古屋国際会議場 内藤 明人 各務 芳樹

’99～2000 ’99．10．16～18 東尾張 犬山 名鉄犬山ホテル、犬山市民文化会館 野村 重彦 平林 米司

2000～’01 2000．11．18～20 東名古屋 名古屋和合 ウェスティンナゴヤキャッスル 福田 清成 安井 信之

’01～’02 ’01．11．17～19 西三河 碧南 碧南市臨海体育館 太田 賢太郎 山中 寛三

’02～’03 ’02．11．16～18 南尾張 半田南 ウェスティンナゴヤキャッスル 岡部 快圓 清水 良三

’03～’04 ’03．11．8～9 西尾張 尾西 ウェスティンナゴヤキャッスル 豊島 德三 都倉 吾一

’04～’05 ’04．11．13～14 東三河 豊橋南 ホテルアソシア豊橋、アイプラザ豊橋 大島 宏彦 柴田 茂

’05～’06 ’05．10．22～23 西三河中 豊田西 ホテルフォレスタ、豊田スタジアム 髙橋 治朗 中根 鍵治

’06～’07 ’06．11．18～19 西名古屋 名古屋中 ウェスティンナゴヤキャッスル 斎藤 直美 一柳

’07～’08 ’07．11．17～18 東尾張 江南 名鉄犬山ホテル、パークアリーナ小牧 江崎 柳節 伊藤 鶴𠮷

’08～’09 ’08．11．15～16 東名古屋 名古屋名東 ウェスティンナゴヤキャッスル 片山 主水 中込 清周

’09～’10 ’09．11．7～8 東三河 豊橋 名豊ビル、ホテルアークリッシュ豊橋
豊橋市総合体育館 大澤 輝秀 神野 紀郎

’10～’11 ’10．11．20～21 西尾張 あま ウェスティンナゴヤキャッスル 田嶋 好博 黒野 晃太郎

’11～’12 ’11．11．19～20 西名古屋 名古屋瑞穂 ウェスティンナゴヤキャッスル 松前 憲典 髙村 博三

’12～’13 ’12．10．27～28 西三河 安城 ウェスティンナゴヤキャッスル 千田 毅 沓名 俊裕

’13～’14 ’13．11．23～24 東名古屋 名古屋昭和 ウェスティンナゴヤキャッスル 田中 正規 細野 恭弘

’14～’15 ’15．2．21～22 南尾張 半田 半田福祉文化会館、
ウェスティンナゴヤキャッスル 近藤 雄亮 杉浦 三郎

’15～’16 ’15．10．31～11．1 西三河中 岡崎東 ウェスティンナゴヤキャッスル 加藤 陽一 市川 幾雄

’16～’17 ’16．11．5～6 東尾張 小牧 ウェスティンナゴヤキャッスル 服部 良男 舩橋 茂行

’17～’18 ’17．11．18～19 西名古屋 名古屋大須 ウェスティンナゴヤキャッスル 神野 重行 尾上 昇

’18～’19 東三河 村井 總一郎

地区大会開催状況
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年度 開催年月日 担当分区 ホストクラブ 会場 ガバナー ガバナーエレクト

1991～’92 ’92．5．8～9 西尾張 尾西 ホテルナゴヤキャッスル 加納 泉 神戸 政治

’92～’93 ’93．5．7～8 東三河 豊橋北 ホリディ・イン豊橋 神戸 政治 宮地 信尚

’93～’94 ’94．5．7～8 南尾張 常滑 常滑市文化会館 宮地 信尚 蜂谷 弘道

’94～’95 ’95．5．20 西名古屋 名古屋東南 ホテルナゴヤキャッスル 蜂谷 弘道 石川 和昌

’95～’96 ’96．5．12 東尾張 小牧 小牧市民会館 石川 和昌 松本 宏

’96～’97 ’97．5．24 東名古屋 名古屋名東 ホテルナゴヤキャッスル 松本 宏 犬飼 栄輝

’97～’98 ’98．5．23 西三河中 豊田西 豊田市民文化会館 犬飼 栄輝 内藤 明人

’98～’99 ’99．5．8 西名古屋 名古屋中 名古屋国際会議場 内藤 明人 野村 重彦

’99～2000 2000．4．15 西尾張 名古屋清須 ウェスティンナゴヤキャッスル 野村 重彦 福田 清成

2000～’01 ’01．4．14 南尾張 東知多 名古屋国際会議場 福田 清成 太田 賢太郎

’01～’02 ’02．4．13 西名古屋 名古屋瑞穂 名古屋国際会議場 太田 賢太郎 岡部 快圓

’02～’03 ’03．4．27 東三河 豊橋ゴールデン ホテル日航豊橋 岡部 快圓 豊島 德三

’03～’04 ’04．4．18 東尾張 春日井 ウェスティンナゴヤキャッスル 豊島 德三 大島 宏彦

’04～’05 ’05．5．8 西三河 西尾 ウェスティンナゴヤキャッスル 大島 宏彦 髙橋 治朗

’05～’06 ’06．4．16 東名古屋 名古屋名北 ウェスティンナゴヤキャッスル 髙橋 治朗 斎藤 直美

’06～’07 ’07．5．6 西三河中 豊田東 ウェスティンナゴヤキャッスル 斎藤 直美 江崎 柳節

’07～’08 ’08．4．13 西尾張 一宮 ウェスティンナゴヤキャッスル 江崎 柳節 片山 主水

’08～’09 ’09．4．19 西名古屋 名古屋名駅 名古屋国際会議場 片山 主水 大澤 輝秀

’09～’10 ’10．4．18 東三河 豊橋北 ホテル日航豊橋 大澤 輝秀 田嶋 好博

’10～’11 ’11．4．16 南尾張 知多 ウェスティンナゴヤキャッスル 田嶋 好博 松前 憲典

’11～’12 ’12．4．15 東名古屋 名古屋千種 ウェスティンナゴヤキャッスル 松前 憲典 千田 毅

’12～’13 ’13．4．14 西三河 一色 ウェスティンナゴヤキャッスル 千田 毅 田中 正規

’13～’14 ’14．4．3 東尾張 尾張旭 ウェスティンナゴヤキャッスル 田中 正規 近藤 雄亮

’14～’15 ’15．5．10 西名古屋 名古屋大須 ウェスティンナゴヤキャッスル 近藤 雄亮 加藤 陽一

’15～’16 ’16．4．24 西三河中 岡崎城南 ウェスティンナゴヤキャッスル 加藤 陽一 服部 良男

’16～’17 ’17．4．22 西尾張 一宮北 ウェスティンナゴヤキャッスル 服部 良男 神野 重行

’17～’18 東名古屋 神野 重行 村井 總一郎

地区研修・協議会（旧地区協議会）開催状況

※注）原則：尾張地区・名古屋地区・三河地区を順繰りにするものとする。
当該地区内においても各分区を順繰り交互に当たる。
分区内においては概ね創立順とする。
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事務所名 所在地
代表者

TEL&FAX&MAIL 取引銀行・口座番号
役職 氏名

国際ロータリー
世界本部

Rotary International
One Rotary Center．
1560Sherman
Avenue Evanston, Illinois
60201－3698U.S.A

会長 John
F.Germ 1‐847‐866‐3000

FAX 328‐8554
FAX 328‐8281事務総長 John

Hewko

ガバナー会
〒105‐0011
東京都港区芝公園2‐6‐15
黒龍芝公園ビル4F

議長 上山 昭治 03‐3433‐6497 みずほ銀行 浜松町支店
（普）1355001

国際ロータリー日本事務局

クラブ・地区支援室
財団室
経理室

業務推進・資料室

〒108‐0073
東京都港区三田
1丁目4‐28
三田国際ビル24F

事務局長

室長
室長
室長

シニアコーディネーター

小林 宏明

中井 啓介
清水 優季
斎藤 愛子

森 智洋

（支）03‐5439‐5800
（財）03‐5439‐5805
（経）03‐5439‐5803

（資）03‐5439‐5802

FAX 03‐5439‐0405

◎国際ロータリー関係
三井住友銀行 新宿通支店

（普）6733244
名義：国際ロータリー

日本事務局
◎公益財団法人ロータリー日本財団関係

三井住友銀行 赤羽支店
（普）3978101
名義：公益財団法人

ロータリー日本財団

公益財団法人
ロータリー米山記念

奨学会

〒105‐0011
東京都港区芝公園2‐6‐15
黒龍芝公園ビル3F

理事長 小沢 一彦
（横須賀）

03‐3434‐8681
FAX 03‐3578‐8281

三井住友銀行 京橋支店
（普）0920373

ロータリー文庫
運営委員会

〒105‐0011
東京都港区芝公園2‐6‐15
黒龍芝公園ビル3F

委員長 佐久間 崇源
（東京目黒）

03‐3433‐6456
FAX 03‐3459‐7506

みずほ銀行 浜松町支店
（普）1252741

一般社団法人
ロータリーの友事務所

〒105‐0011
東京都港区芝公園2‐6‐15
黒龍芝公園ビル4F

代表理事 清水 良夫
（横浜）

03‐3436‐6651
FAX 03‐3436‐5956

三井住友銀行 浜松町支店
（普）7450015
名義：一般社団法人

ロータリーの友事務所

国際ロータリー
第2760地区

ガバナー事務所
〒460‐0003
名古屋市中区錦2‐15‐15
豊島ビル3F

ガバナー 服部 良男
（岡崎）

052‐203‐2760
FAX 052‐201‐1670
MAIL
governor16‐17＠rotary2760．org

岡崎信用金庫 本店営業部
（普）9113339
名義：国際ロータリー

第2760地区
会計長 河合 潤

地区幹事 岩月 昭佳
（岡崎）

地区会計長 河合 潤
（岡崎）

〈財団担当〉

052‐211‐2760
FAX 052‐211‐0230
MAIL
fbranch@rotary2760．org

〈米山・青少年交換担当〉

052‐228‐0808
FAX 052‐211‐0230
MAIL

（米）ybranch@rotary2760．org
（青）yebranch@rotary2760．org

国際ロータリー
第2760地区

ガバナーエレクト
事務所

ガバナー
エレクト

神野 重行
（名古屋名駅）

052‐201‐2760
FAX 052‐201‐1670
MAIL
governor17‐18＠rotary2760．org

17‐18年度
地区幹事

加藤 定伸
（名古屋名駅）

2016‐17年度 国際ロータリー関係・地区事務所
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役割 事業分担 担当地区役員 担当スタッフ
ガバナー直属関係
ガバナー関係
ガバナー補佐関係
地区内クラブ関係
地区委員会関係
地区行事関係

ガバナー事務所総括

ガバナー同行が義務付けられる諸行事、会議への出席
地区諮問委員会、指名委員会関係及びパストガバナーとの渉外
ガバナー補佐との渉外
地区内クラブとの渉外
地区委員会との渉外、地区委員選考
次期ガバナー補佐研修会議・ガバナー補佐会議、PETS、地区研修・
協議会、地区大会に関する渉外
ガバナー事務所事務に関するすべての業務・地区便覧の編集

地区幹事
岩月 昭佳

地区事業関係

地区委員会関係
担当分区

地区研修協議会の為の指導者会議、地区研修・協議会、地区指導者
育成セミナーに関する渉外
研修委員会・国際奉仕委員会
南尾張分区（7クラブ）

地区副幹事
林 和夫 大村 康雄

地区事業関係
地区委員会関係
担当分区

ガバナー補佐会議の設営・渉外
危機管理委員会・RLI実行委員会
西尾張分区（9クラブ）

地区副幹事
菅井 龍一 石川 敏郎

地区事業関係
地区委員会関係
担当分区

地区大会の業務・渉外、会員増強セミナーの渉外
拡大委員会・会員増強委員会
東尾張分区（12クラブ）

地区副幹事
岩月 一郎 谷 泰男

地区事業関係

地区委員会関係

担当分区

次期ガバナー補佐研修会議、地区チーム研修セミナー・PETSの会
場設営・渉外
青少年奉仕委員会・インターアクト委員会・ローターアクト委員
会・RYLA委員会・青少年交換委員会
西名古屋分区（13クラブ）

地区副幹事
松原 広幸

福澤 玉青
花市 佳明

地区事業関係
地区委員会関係
担当分区

ガバナー月信の編集・発行、各種原稿作成
公共イメージ向上委員会
東名古屋分区（12クラブ）

地区副幹事
中村 重嗣 岡田 邦義

地区事業関係
地区委員会関係
担当分区

地区便覧の編集・発行、地区事業活動記録
社会奉仕委員会・職業奉仕委員会
東三河分区（12クラブ）

地区副幹事
尾崎 篤司 太田 成紀

地区事業関係
地区委員会関係
担当分区

国際大会オンツーアトランタ、米山奨学生・学友会の渉外
米山記念奨学委員会・学友委員会
西三河中分区（9クラブ）

地区副幹事
荻須 文一 福島 葉子

地区事業関係
地区委員会関係

担当分区

ロータリー財団セミナー、補助金管理セミナーなどの渉外、
R財団委員会・資金管理委員会・資金推進委員会・補助金委員会・
奨学基金、平和フェローシップ委員会・職業研修チーム委員会・ポ
リオプラス委員会
西三河分区（9クラブ）

地区副幹事
天野 惠一

安福 良豊
石川 勝敏

事務局財務統括 事務局会計の管理・運用、地区事務所の会計管理
地区資金の運用・管理

地区会計長
河合 潤

地区・事務局
会計監査

総合的見地からの指導・助言・相談役 地区監事
蜂須賀 利雄

ガバナー事務所 事務所運営の統括責任
地区諮問委員会、地区指名委員会、パストガバナーとの渉外
ガバナー補佐との渉外
地区内クラブとの渉外
地区委員会との渉外、地区委員選考、地区大会企画委員会の設営
公式訪問スケジュール作成と連絡。RIへの報告
地区内クラブの増強出席報告の集計とRIへの報告
ガバナー事務所事務に関するすべての業務
地区便覧、ガバナー月信編集

地区事務長
加藤 博巳

山下 恵子
濱田 美保子

ガバナー事務所役割分担表



2016‐17年度 RI会長賞

受賞資格

クラブが会長賞の受賞資格を満たすには、必須項目である2つの活動を完了し、そのほかのカテゴリーの項
目をいくつか満たす必要があります。多くの項目はRIデータを通じて自動的に確認できるものですが、いく
つかの項目は自動的に記録されないため、クラブがロータリークラブ・セントラルで報告する必要がありま
す。

クラブの達成状況を正確に把握するために、今年度から初めて、会長賞の対象期間が丸1年間（2016年7月
1日～2017年6月30日）となりました。

地区ガバナーは、会長賞受賞に向けた地区内全クラブの活動状況を確認できます。クラブの状況を随時ご確
認いただき、クラブによる会長賞受賞をご支援いただけますようお願いいたします。

地区対象の賞

クラブの賞に加え、地区を対象として特別賞も設けています：
□地区内クラブの少なくとも51％が会長賞を受賞する。
□地区財団活動資金（DDF）の少なくとも20％をポリオプラスに寄贈する。
□年次基金への寄附を前年度より5％増やす。
□地区全体の会員数を3％増やす。

「人類に奉仕するロータリー」を実践する皆さまのご活動に心より感謝申し上げます。

必須活動

以下の両項目を達成：
□ロータリークラブ・セントラルで少なくとも10の目標を設定する。
□7月と1月のRI半期人頭分担金を期限までに（遅延なく）支払う。

留意事項：お支払方法は請求書をご覧ください。
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会員の増強と維持

My ROTARYの「クラブの運営」にある「クラブ＆
会員データ」を確認し、My ROTARYから報告した
会員データが正確に反映されていることをご確認く
ださい。会員維持に関するデータは、9月以降に
My ROTARYから閲覧可能となります。

以下のうち2項目を達成：
□会員数の純増：小クラブ（会員50名以下）は少な

くとも1名の純増、大クラブ（51名以上）は少な
くとも2名の純増を達成する。

□会員維持率を前年度と比べ少なくとも1パーセン
ト上げる。または、会員維持率100％を維持する。

□40歳未満の新会員の入会：会員50名以下のクラブ
は40歳未満の新会員を少なくとも2名、会員数51
名以上のクラブは少なくとも4名入会させる。新
会員はMy ROTARYのアカウントを作る。

財団への寄付

ご自分の寄付、およびご自分のクラブと会員の認証
データは、My ROTARYを通じてクラブ役員が参照
できるレポートに記録されます。以下の項目中の「2
6ドル50セント」は、1917年に寄せられた財団への
初の寄付と同じ金額であり、ロータリー財団100周
年を記念したものです。「536ドル」は、1917年の26
ドル50セントを現代の相当額に置き換えたものです。

以下の3項目を達成：
□536ドル以上を寄付して財団を支援する。
□各会員が26ドル50セント以上を寄付して財団を支

援する。
□ロータリー財団100周年を記念してポリオプラス

に合計2，650ドル以上を寄付する。
□年次基金に会員一人平均100ドルを寄付する。
□財団100周年を記念し、クラブから財団への合計

寄付額を過去5年間で最高の額とする（基金を問
わず、全会員からの寄付の合計。ただし、会員一
人あたり少なくとも26ドル50セントを寄付）

□ベネファクターと遺贈友の会会員の総数をクラブ
で少なくとも1名増やす。

オンラインツールの利用

以下の項目の全データはRIで自動的に記録されま
す。

以下のうち2項目を達成：
□全会員の少なくとも50％がMy ROTARYのプロ

フィールにスキルと関心を入力し、ほかのユー
ザーが見られるようその情報を公開する。

□ロータリーショーケースに少なくとも1件のプロ
ジェクトを掲載する。

□ロータリーアイデア応援サイトでプロジェクトへ
の支援を募る。または、同サイトでプロジェクト
を支援する。

□少なくとも2名の会員が、My ROTARYのフォー
ラムのグループに参加する。

人道的奉仕

以下のうち3項目を達成：
□ロータリー地域社会共同隊（RCC）を提唱し、

地域の人びとの参加を促し、プロジェクトを持続
可能なものとする。
留意事項：RCCは国際ロータリーの認定を受け
ている必要があります。クラブがRCCを提唱／
共同提唱していることがRIに記録されているか
どうかは、会長がロータリークラブ・セントラル
のレポートで確認できます。記録に誤りがある場
合は、rotary.service@rotary.orgにご連絡くださ
い。

□クラブで少なくとも1名の会員が、理事会公認の
ロータリアン行動グループ（www.rotary.org/ja/
actiongroups）のメンバーである（クラブがロー
タリークラブ・セントラルで報告する）。

□少なくとも1件のグローバル補助金または地区補
助金の提唱者となる。
留意点：クラブがグローバル補助金の提唱者と
なっているかどうか、または地区が申請した2016
‐17年度地区補助金の使用計画にクラブが提唱者
として含まれているかどうかは、地区に連絡して
ご確認ください。

－83－



□少なくとも1名の会員が、補助金管理セミナーに
出席する（クラブがロータリークラブ・セントラ
ルで報告する）。

□ロータリーの奉仕のパートナーの一つと協力して
プロジェクトを実施する。
留意点：ロータリーには、プロジェクトにおいて
クラブと直接協力できる複数のパートナー（協力
組織）があります。奉仕のパートナーの最新リス
トは、www.rotary.org/ja/partnersをご参照くだ
さい（クラブがロータリークラブ・セントラルで
報告する）。

□少なくとも1つの企業、政府・地方自治体、非営
利団体と提携してプロジェクトを実施する（クラ
ブがロータリクラブ・セントラルで報告する）。

□同じ地域にある5つ以上のロータリークラブと協
力し、より大規模で、注目を集めるプロジェクト
を実施する（クラブがロータリークラブ・セント
ラルで報告する）。

新世代

ローターアクトクラブまたはインターアクトクラブ
は、国際ロータリーの認定をうけている必要があり
ます。クラブがローターアクト／インターアクトク
ラブを提唱／共同提唱していることがRIに記録さ
れているかどうかは、会長がロータリークラブ・セ
ントラルのレポートで確認できます。記録に誤りが
ある場合は、rotaract@rotary.orgまたはinteract@rotary.
orgまでご連絡ください。

以下のうち3項目を達成：
□ローターアクトクラブのスポンサーまたは共同ス

ポンサーとなっている。
□地域社会を基盤とするローターアクトクラブのス

ポンサーまたは共同スポンサーとなっている。
□インターアクトクラブのスポンサーまたは共同ス

ポンサーとなっている。
□少なくとも1名の会員が、ローターアクターまた

はインターアクターのメンターとなる（クラブが
ロータリークラブ・セントラルで報告する）。

□少なくとも1名のロータリー青少年交換学生を派
遣または受け入れる（クラブがロータリークラ
ブ・セントラルで報告する）。

□RYLAに参加者を派遣する（クラブがロータリー
クラブ・セントラルで報告する）。

公共イメージ

ロータリークラブ・セントラルを通じて達成状況を
報告する必要があります。

以下のうち1項目を達成：
□ロータリー、および財団100周年について地域社

会の人びとに知ってもらうためのイベントを主催
する（クラブがロータリークラブ・セントラルで
報告する）。

□クラブのプロジェクトを地元メディアに取り上げ
てもらう（クラブがロータリークラブ・セントラ
ルで報告する）。

□少なくとも1回のクラブイベント、プロジェクト、
募金活動に地元メディア関係者を招く（クラブが
ロータリークラブ・セントラルで報告する）。
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