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第2760地区

2018－19年度 国際ロータリーのテーマ
RI会長  バリー・ラシン

地区ホームページ用
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■ クラブのサポートと強化
■ 人道的奉仕の重点化と増加
■ 公共イメージと認知度の向上

フロリダ大学で保健・病院運営のＭＢＡを取得し、医療教育
機関である American College of Healthcare Executives で
バハマ初の特別研究員となりました。院長として37年間務めた
医療機関 Doctors Hospital Health System を 最近退職し、
現在は顧問を務めています。全米病院協会の生涯会員で、
Quality Council of the Bahamas、Health Education Council、
Employer’s Confederationなど複数の団体の理事・委員長も
務めました。

1980年にロータリー入会。ＲＩ理事を経て、現在はロータリー
財団管理委員会の副管理委員長を務めています。また、ＲＩ
研修リーダーとＫ．Ｒ．ラビンドラン2015−16年度ＲＩ会長の
エイドも経験しました。

ロータリー最高の賞であるＲＩ超我の奉仕賞のほか、2010年
ハイチ地震後のロータリーによる災害救援活動を統率したこと
により多くの人道賞を受賞しています。また、エスター夫人と
ともに、ロータリー財団のメジャードナー、遺贈友の会会員で
もあります。

バリー・ラシン
2018-19 年度会長

East Nassau ロータリークラブ所属
バハマ（ニュープロビデンス島）

 経 歴
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インスピレーションになろう
113年前の創設以来、ロータリーの役割は、世界において、また会員の人生において、絶えず進化し
てきました。ロータリーはその初期、会員が親睦と友情を見つけ、地域社会で人びととのつながりを
築く方法を提供していました。その後ほどなくして、ロータリーに奉仕が芽生え、組織の成長ととも
にその影響も膨らんでいきました。間もなく、ロータリー財団の支えもあって、ロータリーの奉仕は
世界中の家族や地域社会の人びとの生活を変えていくようになりました。活動の成果を高めるため
に、他団体とのパートナーシップや奉仕の重点分野を生み出しました。各国政府、国際団体、無数の
地元や地域の保健当局と協力して、世界最大の官民協同による保健の取り組み、ポリオ撲滅にも乗り
出しました。ますます多くの会員が、友情だけでなく、人助けのために行動する方法を求めてロータ
リーにやってくるようになりました。

ロータリーは今も、そしてこれからもずっと、ポール・ハリスが思い描いた団体であり続けます。そ
れは、この地球上のあらゆる国の人たちが手を取り合い、自分を超えた素晴らしいことを生み出せる
場所です。その一方で、今日のロータリーは、類まれな不朽の価値を提供してくれます。それは、才
能、そして世界を変えようという熱意をもつ人たちの世界的なネットワークの一員となれるチャンス
です。私たちは、地域社会で行動する力が世界的な影響を生み出し、力を合わせればたいていのこと
を実現できる能力とリソースを兼ね備えています。

全世界で、ロータリーはかつてないほど重要な存在となっており、より良い世界を築くその潜在能力
は莫大です。残念なことに、ロータリーがどんな団体で、どんな活動をしているのかを十分に理解し
ている人は多くありません。私たちのクラブ内でさえ、多くのロータリアンがロータリーについて十
分に知らず、ロータリー会員であることの恩恵を十分に享受していません。

ロータリーの奉仕は、人びとの人生、そして地域社会を変えるものです。真に変化を生み出す奉仕を
もっと実現するために、私たちは、ロータリーでの自分の役割、そして世界におけるロータリーの役
割を、これまでとは違う角度でとらえる必要があります。公共イメージにもっと重点を置き、ソー
シャルメディアを活用して会員基盤を築き、奉仕のスケールアップを助長してくれるパートナー組織
に注目してもらう必要があります。より持続可能な影響をもたらす大きなプロジェクトに力を注ぎ、
ロータリー年度や任期を超えた活動の研究と計画に時間を費やす必要があります。一番大切なのは、
前向きな変化を生み出し、私たちが今日直面する課題に勇気と希望、そして創造性をもって正面から
立ち向かう意欲を、クラブ、地域社会、そして組織全体から引き出すための「インスピレーション」
となる必要があるのです。

ポール・ハリスが述べたように「ロータリーは、世界平和の縮図であり、国々が従うべきモデル」で
す。私にとって、ロータリーは、単なる「モデル」ではなく、インスピレーションです。ロータリー
は、可能性を指し示し、そこに到達する意欲を引き出し、行動を通じて世界の「インスピレーション
になる」ための道を拓いてくれるのです。

2018-19年度国際ロータリー会長
バリー・ラシン
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国際ロータリー第2760地区
2018-19年度ガバナー

む ら   い   そ う  い ち  ろ う

村井　總一郎

ロータリー歴
1992年８月 豊橋ロータリークラブ入会
2001－02年度 社会奉仕委員長
2002－03年度 Ｓ．Ａ．Ａ．
2004－05年度 副幹事
2005－06年度 クラブ幹事
2010－11年度 クラブ会長
2011－12年度 Ｒ財団委員長
2016－17年度 Ｓ．Ａ．Ａ．

2004－05年度 地区ⅠＴ　委員
2008－10年度 地区職業奉仕委員
2010－12年度 地区職業奉仕副委員長
2012－14年度 地区職業奉仕委員長
2014－15年度 地区職業奉仕委員
2016－17年度 地区戦略計画委員
2017－18年度 第2760地区　ガバナーエレクト

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

経歴・公職

生 年 月 日
所 属 ク ラ ブ
職 業 分 類
勤 務 先 ・ 役 職
所 　 　 在 　 　 地

１９５１年（昭和２６年）１１月２８日
豊橋ロータリークラブ
種こうじ製造
株式会社ビオック  代表取締役会長
〒441－8087　豊橋市牟呂町内田111－1

経歴：
1974年 東京農業大学醸造学科卒業
1974年 国税庁醸造試験所研修
1976年 （株）糀屋三左衛門入社
1987年 （株）糀屋三左衛門代表取締役社長
1991年 （株）糀屋三左衛門当主承継（2８代）
1992年 （株）ビオック設立代表取締役社長
2014年 （株）ビオック代表取締役会長
2014年 （株）糀屋三左衛門取締役会長

気象予報士 
ビオトープ管理士 
理学博士 

国際協議会にて　バリー・ラシンご夫妻とともに
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第2760地区
ガバナー プロフィール
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2018－19年度
地区活動方針

『あなたの街でロータリーを！あなたの街からロータリーを！』
－ロータリーの奉仕の理念を学び、奉仕の実践をしよう－

今、世界のロータリー活動は変化してきています。個人の職業上で奉仕を実践する歴史を歩んできた
日本のロータリー観と、多くの人と手を取り合いながら奉仕活動をしてゆく世界のロータリー観との
違いは、今の日本のロータリー活動の在り方について考える必要が出てきました。

奉仕の理念を大切にすることを求める日本のロータリーは世界から取り残されるのでしょうか。それ
とも世界に類を見ない素晴らしい活動として認められるのでしょうか。

私は日本のロータリーの拡大の歴史の中で醸成された、職業奉仕を中心とした奉仕の理念の解釈や活
動のすべてを時代遅れと考え、現在の世界のロータリー観にすり寄ることが日本のロータリーを支え
ていく道であるとは思いません。

バリー・ラシンＲＩ会長は国際協議会でのテーマ講演でマザー・テレサの話を引用され次のように話
されました。
「世界を変えたいなら、うちに帰って家族を愛しなさい。まずは自分を変えることから始め、そこか
ら外に向けた努力をしなさい」と。これは、ロータリーの組織を支える際に、私たち全員が心に刻む
ことです。

そこで私は今年度の地区の活動方針を『あなたの街でロータリーを！あなたの街からロータリー
を！』と致しました。
まずロータリー活動の基礎となる奉仕の理念を例会の中から学び、その実践を自分自身が活動してる
街、地域、生活圏、クラブでしっかりと行い、そして同時にそこからロータリー活動を広げていこう
という意味を込めました。

そして奉仕の理念を学ぶ機会の一つとして、近くのクラブの例会に出向きビジター出席して分区内交
流を図ることも重要だと思います。
他のクラブの活動に触れたり、見たり、情報を交換することで、その良さを感じることが出来るとと
もに、自分のクラブの良さを再発見することが出来ます。そしてそれらの活動は、ロータリアンとし
て奉仕の理念を確立し、奉仕の実践に結び付けてゆくことに大きく役に立ちます。

第2760地区
地区方針・ガバナー特別賞
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奉仕の理念に基づく行動は、ロータリーの公共イメージを確立させ、多くの奉仕の仲間と手を結ぶこと
となります。理念だけを学び個人の奉仕を強調することだけをロータリーの唯一の活動とし、クラブと
しての奉仕活動には参加しない、というのでなく、奉仕の実践に結び付けなくては意味がありません。

各クラブの活動の中で会員同士がアイデアや情報を交換し刺激し合い、意義ある奉仕活動を、自らの
足元から行うことが会員としてのロータリーにおける活動の第一歩だと思います。そしてさらに外の
世界に向けてその良さを発信し、他のロータリークラブと手を携えて奉仕の実践を行うことも必要だ
と考えます。

バリー・ラシンＲＩ会長テーマの『インスピレーションになろう』は、私たち自身がこのロータリー
の活動を前進させる活力になろうということだと思います。

それぞれの会員とクラブがまず身近なところで、刺激となり、鼓舞しあい、前進する活力になりま
しょう。私たち一人一人がこの地区のロータリー活動を通してインスピレーションになろうではあり
ませんか。そしてそこからインスピレーションを発信していきましょう。

今日から、今から、まずあなたの街でインスピレーションになりましょう。

《活動の内容》
● 分区内交流活動を奨励します

１．分区内の近くのまたは少し離れたクラブの例会に出席しましょう。
　　入会３年未満の会員を、先輩会員が付き添って他クラブに出向いてください。
　　クラブの運営や奉仕活動にヒントとなるアイデア（インスピレーション）がきっと見つかる
　　はずです。
２．クラブ同士で卓話者の交換を行いましょう。
　　できれば、ロータリー観、職業観、ロータリーでの奉仕活動の体験談を話してください。
３．２クラブ合同でガバナー訪問されたクラブ同士は、ホストを変えて合同例会を企画してみて
　　ください。

● 工夫した例会を開催しましょう
笑いが起きる楽しい例会運営をしましょう、ただし私語はやめましょう。
入会式が心に残るセレモニーとしましょう。
会員のミニスピーチなど、色々と楽しい企画を実施しましょう。

● ポリオ撲滅に貢献する活動をしましょう
ポリオ撲滅はＲＩの最優先項目で、本当にあと少しのところに来ています。
ＷＦＦ事業を公共イメージの向上とポリオ撲滅への理解と募金活動の場として多くの会員の方に
協力してもらうイベントとします。
その他、いたるところでポリオ撲滅を意識した行動をお願いします。

2018-19 地区便覧 地区ホームページ用

地区方針・ガバナー特別賞
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● 会員増強を行いましょう
ともに活動する仲間を増やしましょう。特に女性や若い会員の増加を図りましょう。入会した新
会員には、しばらく推薦人の方か決められた会員がついて、ロータリー活動を教えてあげてくだ
さい。
ローターアクトやインターアクトのホストをされているクラブは、会員増強にともに努力してく
ださい。

● ロータリーデ―を楽しみましょう
ロータリーデーとは日々行っている活動を地域の人びとに紹介するために、地元のイベントとし
ていつでも開催できます。入会への関心を高めイメージの向上を図るのがロータリーデーです。
クラブと地域社会のつながりを築き、変化への行動力を生み出すためのロータリーデーを実施し
ましょう。

● ロータリー賞へ挑戦しましょう
（詳細は便覧　10～13ページ）

● 国際大会（ドイツ ハンブルク）に参加しましょう
2019年６月１日～５日　ガバナーナイトにも参加しましょう。
～ハンブルクで一生の思い出をつくろう～

ガバナー特別賞
　My ROTARY登録がクラブ会員の40％以上で、かつ、クラブの事業が地区ホームページに
少なくとも一つ以上掲載されており、次のどちらかを達成したクラブをガバナー特別賞と
します。

１．地区の活動方針に沿って有意義な事業となった活動で、クラブ会長より申告が
　　あり、ガバナーも認める成果を上げたクラブ
　　
２．米山記念奨学事業として①②の両方を達成しているクラブ
　　①  クラブ一人平均２万円以上の寄付額を達成（特別・普通寄付合計金額）
　　②  クラブ特別寄付率80％以上を達成（特別寄付人数÷クラブ会員数）

　表彰の対象となる期日は2019年３月31日現在とします。未完の事業は申告時に完了時期を
明記して下さい。また、小数点以下切り上げとします。

地区方針・ガバナー特別賞
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クラブ名 加盟承認年月日 順

名古屋 1925年２月７日
1949年４月13日（再承認）

1

一宮 1949年12月31日 2
豊橋 1950年８月26日 3
半田 1951年６月６日 4
岡崎 1951年６月18日 5 ＊１

津島 1953年６月22日 6
名古屋西 1954年２月５日 7
刈谷 1954年３月30日 8
蒲郡 1954年４月22日 9
尾西 1955年12月17日 10 ＊２

名古屋南 1957年４月１日 11
豊橋北 1957年５月20日 12
安城 1958年２月６日 13
西尾 1958年６月13日 14
豊川 1959年３月12日 15
碧南 1959年４月８日 16
名古屋北 1959年６月17日 17
名古屋東 1959年６月30日 18
瀬戸 1959年９月11日 19
豊田 1961年１月24日 20
田原 1961年４月20日 21
犬山 1961年11月６日 22
西尾一色 1962年12月３日 23
一宮北 1963年６月30日 24
稲沢 1963年12月６日 25
名古屋守山 1964年５月７日 26
岡崎南 1964年11月12日 27
江南 1965年６月25日 28
豊橋南 1966年５月12日 29
名古屋みなと 1966年５月12日 30
常滑 1966年６月11日 31
新城 1967年５月24日 32
小牧 1968年２月１日 33 ＊３

高浜 1969年２月26日 34
名古屋東南 1969年３月12日 35
渥美 1969年４月26日 36
春日井 1969年５月１日 37
東海 1969年５月９日 38
東知多 1969年６月13日 39
あま 1969年６月23日 40
名古屋中 1969年10月13日 41
奥三河 1970年６月15日 42 ＊４

クラブ名 加盟承認年月日 順
豊田西 1970年９月１日 43
尾張旭 1971年２月11日 44
名古屋和合 1972年４月２日 45
岡崎東 1973年５月２日 46
名古屋空港 1974年８月31日 47
名古屋清須 1975年11月３日 48
名古屋名東 1978年６月30日 49
瀬戸北 1978年12月７日 50
岩倉 1979年５月18日 51
名古屋瑞穂 1980年１月21日 52
半田南 1980年２月25日 53
豊田東 1980年６月１日 54
名古屋名北 1981年３月26日 55
名古屋千種 1982年８月24日 56
尾張中央 1984年１月30日 57
名古屋大須 1985年２月12日 58
豊川宝飯 1986年１月21日 59
名古屋城北 1986年３月24日 60
知多 1988年１月８日 61
豊橋ゴールデン 1988年11月17日 62
岡崎城南 1989年３月22日 63
名古屋栄 1990年５月１日 64
豊田三好 1990年６月19日 65
田原パシフィック 1990年８月20日 66
一宮中央 1990年11月16日 67
知立 1991年２月１日 68
名古屋名南 1991年３月８日 69
名古屋名駅 1991年４月17日 70
西尾KIRARA 1991年７月26日 71
名古屋昭和 1992年５月29日 72
名古屋丸の内 1995年３月28日 73
豊橋東 1996年２月６日 74
名古屋錦 1996年４月23日 75
名古屋東山 1996年10月10日 76
三河安城 2000年１月５日 77
豊田中 2000年３月８日 78
愛知長久手 2002年６月28日 79
大府 2003年４月23日 80
名古屋葵 2005年６月８日 81
中部名古屋みらい 2009年５月13日 82 ＊５

名古屋アイリス 2013年６月18日 83
愛知ロータリーＥクラブ 2014年５月21日 84 ＊６

名古屋宮の杜 2016年12月５日 85
愛知三州 2018年２月９日 86＊１ 岡崎ＲＣのスポンサー：豊橋ＲＣ（メイン）及び名古屋ＲＣ

＊２ 尾西ＲＣのスポンサー：一宮ＲＣ（メイン）及び名古屋ＲＣ
＊３ 小牧ＲＣのスポンサー：犬山ＲＣ（メイン）及び名古屋守山ＲＣ
＊４ 2015年６月30日終結
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＊５ 中部名古屋みらいＲＣのスポンサー：豊田ＲＣ Coスポンサー：岐阜西ＲＣ（第2630地区）
＊６ 愛知ロータリーＥクラブのスポンサー：江南ＲＣ（メイン）及び西尾ＲＣ、瀬戸北ＲＣ

2018-19 地区便覧 地区ホームページ用
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2018-19年度 地区役員及び委員会構成
ガバナー 村井 總一郎 豊橋
ガバナー補佐 （南尾張分区） 熊澤 　岌 東知多

（西尾張分区） 和田 典之 名古屋清須
（東尾張分区） 加藤 久仁明 春日井
（西名古屋分区） 渡邉 一平 名古屋中
（東名古屋分区） 長瀬 輝代之 名古屋守山
（東三河分区） 尾原 　脩 田原パシフィック
（西三河中分区） 鈴木 正輝 豊田三好
（西三河分区） 寺部 保美 三河安城

地区諮問委員会 盛田 和昭 名古屋
石川 和昌 豊橋
松本 　宏 半田
野村 重彦 刈谷
岡部 快圓 名古屋大須
豊島 德三 一宮北
大島 宏彦 名古屋
髙橋 治朗 名古屋西
斎藤 直美 豊田
江崎 柳節 小牧
片山 主水 名古屋東南
田嶋 好博 名古屋北
松前 憲典 一宮中央
千田 　毅 名古屋東
田中 正規 西尾
近藤 雄亮 名古屋瑞穂
加藤 陽一 瀬戸
服部 良男 愛知三州
神野 重行 名古屋名駅
村井 總一郎 豊橋
伊藤 靖祐 江南

地区幹事 佐々木 利政 豊橋
地区副幹事 （南尾張分区担当） 冨田 佳央 豊橋

（西尾張分区担当） 近藤 　眞 豊橋
（東尾張分区担当） 縣 　政行 豊橋
（西名古屋分区担当） 高須 博久 豊橋
（東名古屋分区担当） 牧野 　渉 豊橋
（東三河分区担当） 宮田 正人 豊橋
（西三河中分区担当） 佐藤 裕彦 豊橋
（西三河分区担当） 松坂 良太 豊橋

地区会計長 池田 　至 豊橋
地区副会計長 内山 典弘 豊橋
地区監事 上村 健介 豊橋
地区副監事 （オンツーハンブルク担当） 石黒 　功 豊橋
地区事務長 紅林 友昭 豊橋
地区スタッフ （南尾張分区担当） 山本 貴浩 豊橋

（西尾張分区担当） 久保田 充三 豊橋
（東尾張分区担当） 岩瀬 　清 豊橋
（西名古屋分区担当） 三浦 裕司 豊橋
（東名古屋分区担当） 井口 貴嗣 豊橋
（東三河分区担当） 水藤 之資 豊橋
（西三河中分区担当） 岡田 直樹 豊橋
（西三河分区担当） 浅倉 伸治 豊橋
（オンツーハンブルク担当） 大塩 啓太郎 豊橋
（事務局担当） 瀧﨑 裕司 豊橋

ガバナーエレクト 伊藤 靖祐 江南
次期地区幹事 南村 朋幸 江南
地区指名委員会 加藤 陽一 瀬戸

服部 良男 愛知三州
田中 正規 西尾
近藤 雄亮 名古屋瑞穂
神野 重行 名古屋名駅

立法案審議委員会（ガバナー） 村井 總一郎 豊橋
（直前代表議員） 岡部 快圓 名古屋大須
（代表議員） 江崎 柳節 小牧
（補欠議員（ガバナー任命）） 田嶋 好博 名古屋北
（ガバナーエレクト） 伊藤 靖祐 江南
（地区幹事） 佐々木 利政 豊橋
（次期地区幹事） 南村 朋幸 江南

副ガバナー 服部 良男 愛知三州
地区研修リーダー 加藤 陽一 瀬戸
地区監査役 加藤 友康 名古屋名駅
分区幹事 （南尾張分区） 日髙 啓治 東知多

（西尾張分区） 池戸 賢治 名古屋清須
（東尾張分区） 成瀬 浩康 春日井
（西名古屋分区） 星野 信利 名古屋中
（東名古屋分区） 伊藤 陽介 名古屋守山
（東三河分区） 鈴木 美仁 田原パシフィック
（西三河中分区） 中野 喜之 豊田三好
（西三河分区） 杉山 敏幸 三河安城

研修委員会 ◎ 早川 和男 名古屋東山
○ 古田 嘉且 江南

加藤 真治 刈谷
大矢 英憲 名古屋昭和
平松 清美 尾西
大林 香瑞人 東海
岩崎 光記 名古屋名駅
石井 弘子 名古屋錦
西脇 良一 名古屋名北

地区戦略計画委員会 ◎ 村井 總一郎 豊橋
○ 伊藤 靖祐 江南

神野 重行 名古屋名駅
岡部　 務 名古屋北
水野 𠮷𠮷𠮷 名古屋北
光岡 新吾 豊田
松前 裕己 一宮中央
于 　　咏 愛知ロータリーＥクラブ

危機管理委員会 A 片山 主水 名古屋東南
C 伊藤 靖祐 江南
◎ 神戸 邦夫 豊橋南
○ 岡田 雅隆 犬山
○ 岩月 雅章 名古屋中
○ 黒田 勝基 高浜

杉本 知治 岡崎
村田 誠一 名古屋みなと
金山 明史 豊田西
中村 公彦 名古屋名東
山田 直樹 尾張旭
池森 由幸 名古屋千種
尾関 孝英 名古屋北
加藤 恭太郎 名古屋守山
岡田 吉生 岡崎城南

地区財務委員会 ◎ 髙須 洋志 中部名古屋みらい
○ 大竹 一義 瀬戸

加藤 定伸 名古屋名駅
拡大委員会 ◎ 服部 良男 愛知三州

○ 朱宮 新治 犬山
柴田 幸男 名古屋北
天野 惠一 岡崎
川村 勝廣 名古屋名駅

会員増強委員会 ◎ 澤田 文雄 豊田東
○ 石井 弘子 名古屋錦
○ 松林 信吾 半田南

A：アドバイザー　C：カウンセラー　◎：委員長　○：副委員長
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2018-19年度 地区役員及び委員会構成

会員増強委員会（つづき） 松村 晋也 瀬戸
鈴村 與左衛門 あま
水越 彌生 刈谷
古橋 エツ子 尾張旭
織田 敏之 名古屋東南
木所 壮太 豊橋東

職業奉仕委員会 ◎ 鋤柄 喜彦 名古屋東南
○ 小川 耕示 刈谷
○ 青山 博徳 春日井

荒川 雅義 名古屋中
香田 研二 名古屋名北
鬼頭 秀幸 豊橋ゴールデン
石川 道男 豊田三好
臼井 幹裕 あま
浅井 彦治 津島

社会奉仕委員会 ◎ 杉浦 文雄 刈谷
○ 塩谷 和久 名古屋中
○ 内藤 教恵 安城
○ 谷定 貴之 犬山

伊藤 陽介 名古屋守山
田中 宏明 豊橋南
後藤 　敞 名古屋丸の内
日野 典子 愛知長久手
熊澤 勝則 尾張中央
加藤 順三 半田
渡辺 一朗 知立
猪飼 充利 津島
加藤 久雄 名古屋葵
伊藤 隆守 豊田三好
羽佐田 芳和 西尾

国際奉仕委員会 ◎ 鈴木 宏司 半田南
○ 木村 樹生 名古屋南
○ 児玉 憲之 あま

木村 光徳 名古屋大須
加島 　光 名古屋名北
佐野 正人 岡崎南
小塚 美知子 名古屋城北
高橋 信郎 瀬戸
鈴木 拓将 名古屋宮の杜
磯部 一智 刈谷
カローネゲイパトリシア 愛知ロータリーＥクラブ
遠藤 賢彦 名古屋守山

青少年奉仕委員会 ◎ 岡田 雅隆 犬山
○ 西本 一幸 名古屋南

杉本 知治 岡崎
村田 誠一 名古屋みなと
金山 明史 豊田西
岩月 雅章 名古屋中

インターアクト委員会 ◎ 杉本 知治 岡崎
○ 奥田 法行 安城
○ 青山 五郎 東知多

鈴木 康生 豊田
服部 英男 岡崎南
中村 　隆 名古屋
嶋内 　淳 一宮北
下出 啓介 名古屋名東
大島 賀樹 小牧
梅村 　守 春日井
鵜飼 正巳 稲沢
相羽 あつ子 津島
山口 哲司 名古屋瑞穂

インターアクト委員会（つづき） 大塩 啓太郎 豊橋
足立 一郎 名古屋千種
小川 晴希 豊川
三城 偉央 岡崎東

ローターアクト委員会 ◎ 村田 誠一 名古屋みなと
○ 髙瀬 伸一郎 田原
○ 津曲 修一郎 名古屋南

木本 　寛 江南
酒井 憲一 名古屋北
鈴木 万衛 豊田
山口 耕平 豊橋
春木 和美 一宮中央
寺尾 洋太 名古屋東
杉田 篤男 岡崎

ＲＹＬＡ委員会 ◎ 金山 明史 豊田西
○ 淺見 敏範 名古屋東
○ 樅山 修一 豊川宝飯

竹内 幹尚 豊川
田中 靖達 瀬戸
尾崎 雅輝 豊橋ゴールデン
大谷 忠幸 豊田西
福井 　功 渥美
岡田 光弘 名古屋中
江場 寛一 名古屋東南

青少年交換委員会 ◎ 岩月 雅章 名古屋中
○ 宮下 恵子 中部名古屋みらい
○ 吉岡 秀記 刈谷

伊藤 靖祐 江南
岡部　 務 名古屋北
村瀬 竜雄 東知多
遠山 武志 名古屋北
中山 憲和 豊田中
髙木 政義 名古屋大須
早川 敏江 名古屋名駅

公共イメージ向上委員会 ◎ 池森 由幸 名古屋千種
○ 佐久間 武美 豊橋北
○ 坂野 　弘 岡崎東
○ 桐渕 利次 岡崎城南
○ 山口 　眞 名古屋中

岡田 邦義 愛知三州
堀尾 明史 尾張中央
尾本 和弘 名古屋東南
古田 嘉且 江南
加藤 祐一 名古屋名駅

地区大会企画委員会 ◎ 村井 總一郎 豊橋
神野 重行 名古屋名駅
伊藤 靖祐 江南
佐々木 利政 豊橋
南村 朋幸 江南

（17 年度地区大会実行委員長） 尾上 　昇 名古屋大須
（17 年度地区大会幹事） 吉田 隆彦 名古屋大須
（18 年度地区大会実行委員長） 鈴木 康仁 蒲郡
（18 年度地区大会幹事） 堀井 慎二 蒲郡
（19 年度地区大会実行委員長） 江川 泰彦 名古屋清須
（19 年度地区大会幹事） 水野 豊秋 名古屋清須

ロータリー財団監査委員会 ◎ 加藤 陽一 瀬戸
栁澤 幸輝 名古屋東
野村 政弘 岡崎東

ロータリー財団委員会 ◎ 中村 公彦 名古屋名東
○ 中林 正人 名古屋空港
○ 佐々木 久直 一宮

A：アドバイザー　C：カウンセラー　◎：委員長　○：副委員長
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2018-19年度 地区役員及び委員会構成

ロータリー財団委員会（つづき） ○ 朱宮 新治 犬山
会計長 神谷 　研 安城

資金管理委員会 ◎ 豊島 德三 一宮北
○ 神谷 　研 安城

上野 　広 名古屋昭和
資金推進委員会 ◎ 松田 茂治 西尾

○ 野村 紀代彦 刈谷
梅村 昌孝 名古屋瑞穂
加藤 博巳 岡崎
伊藤 信裕 豊田西

補助金委員会 ◎ 上野 　広 名古屋昭和
○ 久具 信夫 豊川
○ 成田 　徹 三河安城

髙山 景一 豊橋
藤野 直子 名古屋名東
金谷 明正 名古屋北
都築 利全 半田南
間瀬 浩正 半田
江川 泰彦 名古屋清須
鬼丸 道代 愛知ロータリーＥクラブ
佐野 彰彦 刈谷

ポリオ・プラス／職業研修チーム委員会 ◎ 福田 哲三 名古屋和合
○ 加藤 浩一 犬山

永井 伸治 稲沢
鈴木 宏治 名古屋東山
内田 泰潤徳 一宮中央
加納 伸康 名古屋葵
山田 高行 中部名古屋みらい
青山 貴彦 瀬戸
田中 一成 名古屋守山

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
○ 矢頭 功生 豊田東
○ 猪子 恭秀 名古屋みなと

加納 昭巨 名古屋南
伊藤 素美子 名古屋東南
田尻 幹夫 名古屋和合
落合 和子 名古屋錦

米山記念奨学委員会 ◎ 山田 直樹 尾張旭
○ 小栗 正章 名古屋和合
○ 青山 　稔 瀬戸
○ 加藤 英樹 刈谷

鮑尓吉徳 名古屋アイリス
山本 慎治 半田南
山田 　猛 江南
大橋 　均 知立
大橋 さなえ 名古屋名南
神谷 恵理 愛知長久手
梅谷 朋志 一宮
牧 　昌夫 豊川
堀 　慎治 名古屋瑞穂
中條 善朗 豊田中
六鹿 敏也 名古屋名駅
尾崎 行男 名古屋北
七田 隆二 名古屋守山

学友委員会 ◎ 池谷 　悟 中部名古屋みらい
○ 稲本 良二 豊田中

小島 哲夫 豊田中
中村 公彦 名古屋名東

学友委員会（つづき） 岡田 雅隆 犬山
山田 直樹 尾張旭
杉本 知治 岡崎
村田 誠一 名古屋みなと
金山 明史 豊田西
岩月 雅章 名古屋中

WFF実行委員会 ◎ 加藤 陽一 瀬戸
○ 福田 哲三 名古屋和合
○ 篭橋 美久 名古屋中
○ 金田 英和 名古屋東山
○ 光岡 新吾 豊田

杉本 知治 岡崎
村田 誠一 名古屋みなと
金山 明史 豊田西
岩月 雅章 名古屋中
加藤 浩一 犬山
鈴村 與左衛門 あま
織田 敏之 名古屋東南

地区10年史編纂委員会 ◎ 近藤 雄亮 名古屋瑞穂
○ 池森 由幸 名古屋千種

桐渕 利次 岡崎城南
尾本 和弘 名古屋東南
杉浦 令淑 名古屋大須
平尾 節子 瀬戸北
津川 聖子 名古屋名東

RI委員他
ロータリーコーディネーター（RC） 田中 正規 西尾
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
ロータリー財団地域コーディネーター補佐（ARRFC） 服部 良男 愛知三州
公益財団法人ロータリー日本財団 理事 江崎 柳節 小牧

評議員 斎藤 直美 豊田
監事 片山 主水 名古屋東南

ロータリー文庫運営委員会 運営委員 加藤 陽一 瀬戸
ロータリーの友委員会 委員長 片山 主水 名古屋東南

地区代表委員 古田 嘉且 江南
一般社団法人ロータリーの友事務所 代表理事 片山 主水 名古屋東南
一般社団法人国際ロータリー日本青少年交換多地区合同機構（RIJYEM  ※旧 RIJYEC）

社員 黒田 勝基 高浜
事務局補佐 落合 由理菜 名古屋アイリス

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
評議員 田中 正規 西尾

選考・学務委員会委員長 田中 正規 西尾
オンツーハンブルク 村井 總一郎 豊橋
地区ローターアクト代表 藤井 凌也 田原ＲＡＣ
TEAM‐MURAI
　※研修委員会・WFF実行委員会等、ガバナーが要請する委員会に出席し、
　　会議やイベントでの役割を遂行するものとする。

ガバナー 村井 總一郎 豊橋
研修リーダー 加藤 陽一 瀬戸
研修委員会 委員長 早川 和男 名古屋東山
会員増強委員会 委員長 澤田 文雄 豊田東
職業奉仕委員会 委員長 鋤柄 喜彦 名古屋東南
社会奉仕委員会 委員長 杉浦 文雄 刈谷
国際奉仕委員会 委員長 鈴木 宏司 半田南
青少年奉仕委員会 委員長 岡田 雅隆 犬山
公共イメージ向上委員会 委員長 池森 由幸 名古屋千種
ロータリー財団委員会 委員長 中村 公彦 名古屋名東
米山記念奨学委員会 委員長 山田 直樹 尾張旭

A：アドバイザー　C：カウンセラー　◎：委員長　○：副委員長
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役職
氏名
勤務先　役職名など
ロータリー歴

所属クラブ 所属クラブ
役職
氏名
勤務先　役職名など
ロータリー歴

ガバナー補佐（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（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（西三河分区）

1990年５月 豊田三好RC創立・入会
1995-96年度 幹事
1999-00年度 会場監督
2000-01年度 会長エレクト
 ＩＭ実行委員長
2001-02年度 会長
2007-09年度 新世代委員長
2009-10年度 ＩＭ実行幹事長
 20周年実行委員会委員長

2010-11年度 社会奉仕委員長
2011-13年度 地区クラブ奉仕委員
2013-14年度 クラブ奉仕委員長
2015-16年度 出席・親睦委員長

鈴木　正輝
鈴木歯科医院　院長

豊田三好ＲＣ

2007年１月 三河安城RC入会
2009-10年度 理事・新世代委員長
2010-12年度 地区インターアクト委員会委員
2012-13年度 理事・会長エレクト
2013-14年度 理事・会長
2014-15年度 理事・直前会長

寺部　保美
（学）安城学園　副理事長

三河安城ＲＣ

1989年１月 名古屋守山RC入会
2002-05年度 地区社会奉仕委員会委員
2005-06年度 クラブ幹事
2010-11年度 地区社会奉仕委員会副委員長
2010-11年度 クラブ会長
2011-14年度 地区社会奉仕委員会委員長
2016-17年度 会場監督

長瀬　輝代之
㈲コスモアート建築設計オフィス　取締役会長

名古屋守山ＲＣ

1989年11月 田原RC入会
1990年７月 田原パシフィックRC設立・チャーターメンバー
1992-93年度 役員・幹事
1994-95年度 役員・第５代会長
2006-07年度 東三河分区ガバナー補佐
2016-17年度 役員・副会長

尾原　脩
㈲尾原どうぶつ病院　代表取締役

田原パシフィックＲＣ

1999年１月 春日井RC入会
2001-02年度 新世代委員長
2005-06年度 職業奉仕委員長
2007-08年度 親睦委員長
2009-10年度 副幹事
2010-11年度 幹事
2011-12年度 会員増強委員長
2013-14年度 幹事 会長エレクト
2014-15年度 会長

2015-16年度 直前会長
2017-18年度 副会長
 インターアクトクラブ地区大会
 実行委員長

加藤　久仁明
王春工業㈱　代表取締役

春日井ＲＣ

1998年２月 名古屋中RC入会
2001-02年度 ブリテン委員長
2004-05年度 副SAA（理事）
2005-06年度 会計監査委員長
2006-07年度 規約整備委員長
2008-09年度 職業奉仕委員長（理事）
2009-10年度 規約整備委員長
2010-11年度 会長エレクト（役員）
2011-12年度 会長（役員）

2012-13年度 直前会長（役員）
2014-15年度 ロータリー情報委員長（理事）
2017-18年度 会計委員長（役員）

〈地区役歴〉
2009-11年度 地区職業奉仕委員

渡邉　一平
太田・渡辺法律事務所　代表パートナー

名古屋中ＲＣ

1996年７月 東知多RC入会
2002-03年度 副幹事
2003-04年度 幹事
2008-09年度 会長エレクト
2009-10年度 会長
2013-14年度 会場監督
2015-16年度 副会長
2016-17年度 職業奉仕委員長

熊澤　岌
㈲トリテック　代表取締役

東知多ＲＣ

2001年１月 名古屋清須RC入会
2005-06年度 クラブ幹事
2008-09年度 クラブ副会長
2010-11年度 クラブ会長
2011-12年度 クラブ管理管理常任委員長
2013-14年度 クラブSAA・
 地区職業奉仕委員会委員
2014-15年度 副会長・
 地区職業奉仕委員会委員

2016-17年度 クラブ管理運営常任委員長
 地区職業奉仕委員会委員
2017-18年度 クラブ管理運営常任委員長
 地区職業奉仕委員会委員

和田　典之
㈱和田製作所　代表取締役

名古屋清須ＲＣ

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／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 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・ポール・ハリス・フェロー／ベネファクター／第７回米山功労者 ベネファクター／マルチプル・ポール・ハリス・ェロー／第３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／米山功労者 ベネファクター／ポール・ハリス・フェロー／第3回米山功労者

2018-19 地区便覧 地区ホームページ用

地区役員及び地区委員名簿
第2760地区
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研修委員会委員長 危機管理委員会委員長

地区財務委員会委員長 拡大委員会委員長

会員増強委員会委員長 職業奉仕委員会委員長

社会奉仕委員会委員長 国際奉仕委員会委員長

2001.2.26 入会
2003-04年度 親睦活動委員長
2010-11年度 幹事
2015-16年度 社会奉仕委員長
2016-17年度 クラブ奉仕委員長
2017-18年度 職業奉仕委員長

2012-14年度 環境保全委員会委員
2014-17年度 社会奉仕委員会副委員長
2017-18年度 社会奉仕委員会委員長
 WFF実行委員会委員
 

杉浦　文雄
㈱スポーツマネージメント　代表取締役

刈谷ＲＣ

2002.6.4 入会
2009-10年度 副幹事
2013-14年度 幹事
2015-16年度 副会長
2016-17年度 会長エレクト
2017-18年度 会長

2007-10年度 社会奉仕委員会 委員
2010-12年度 世界社会奉仕委員会 委員
2012-14年度 国際奉仕委員会 委員
2014-16年度 国際奉仕委員会 副委員長
2016-18年度 国際奉仕委員会 委員長

鈴木　宏司
㈱キョクヨウ　代表取締役

半田南ＲＣ

1996.1.17 入会
2008-09年度 副幹事
2009-10年度 幹事
2013-14年度 クラブ奉仕委員長
2016-17年度 会長エレクト
2017-18年度 会長

2010-13年度 会員増強委員会 委員
2013-17年度 会員増強委員会 副委員長
2017-18年度 会員増強委員会 副委員長
2018-19年度 会員増強委員会 委員長

澤田　文雄
澤組㈱　代表取締役

豊田東ＲＣ

2006-07年度 会場運営委員長
2007-08年度 親睦活動委員長
2008-09年度 会員増強委員長
2009-10年度 職業奉仕委員長
2011-12年度 会計
2014-15年度 幹事

2010-13年度 職業奉仕委員
2015-18年度 職業奉仕副委員長

鋤柄　喜彦
大日本アガ㈱　代表取締役

名古屋東南ＲＣ

【名古屋瑞穂ＲＣ】
1998-99年度 国際奉仕委員長
2002-03年度 幹事
2011-12年度 会長
2016-17年度 社会奉仕委員長

【中部名古屋みらいＲＣ】
2017-18年度 クラブ奉仕委員長

2008-09年度 西名古屋分区幹事
2010-11年度 ローターアクト委員長
2012-13年度 東日本大震災プロジェクト
 副委員長
2014-15年度 地区幹事
2015-17年度 財務委員
2017-18年度 財務委員長

高須　洋志
㈱髙須ゴム　代表取締役社長

中部名古屋みらいＲＣ

【岡崎ＲＣ】
2004-05年度 幹事
2005-06年度 職業分類委員長
2010-11年度 会長
2011-12年度 情報委員長

2005-06年度 ローターアクト委員会副委員長
2006-07年度 ローターアクト委員会委員長
 新世代委員会
2014-15年度 危機管理委員会
2015-16年度 危機管理委員会アドバイザー
 地区大会企画委員会
2016-17年度 ガバナー
2017-18年度 拡大委員会委員長／戦略委員会
 地区大会企画委員会

服部　良男
服部工業㈱　代表取締役会長

愛知三州ＲＣ

1996年 入会
 （チャーターメンバー）
1998-99年度 S.A.A.
2006-07年度 幹事
2007-08年度 会計
2013-14年度 会長
2014-15年度 I.M.  実行委員長

2009-12年度 職業奉仕委員
2012-14年度 職業奉仕副委員長
2014-16年度 職業奉仕委員長
2017-18年度 研修副委員長
2017-18年度 研修実行委員長
2013-17年度 WFF実行委員

早川　和男 
㈱油惣早川商店　代表取締役

名古屋東山ＲＣ

2006-07年度 副会長
2009-10年度 ロータリー財団委員長

2012-13年度 識字率向上委員会 委員
2013-17年度 危機管理委員会 委員
2017-18年度 危機管理委員会 委員長

神戸　邦夫
㈱メタルテクノ神戸　代表取締役

豊橋南ＲＣ

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー（1）／第１回米山功労者 マルチプル・ポール・ハリス・フェロー／第２回米山功労者

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 大口寄付者/ベネファクター／メジャードナー /第10回米山功労者

ポール・ハリス・フェロー／ベネファクター／第３回米山功労者 マルチプル・ポール・ハリス・フェロー／米山功労者 

ポール・ハリス・フェロー／準米山功労者 ベネファクター／マルチプル・ポール・ハリス・フェロー／第２回米山功労者

役職
氏名
勤務先　役職名など
ロータリー歴（クラブ役歴／地区役歴）

所属クラブ 所属クラブ
役職
氏名
勤務先　役職名など
ロータリー歴（クラブ役歴／地区役歴）

地区役員及び地区委員名簿
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青少年奉仕委員会委員長 インターアクト委員会委員長

ローターアクト委員会委員長 ＲＹＬＡ委員会委員長

青少年交換委員会委員長 公共イメージ向上委員会委員長

ロータリー財団監査委員会委員長・WFF 実行委員会委員長 ロータリー財団委員会委員長

1996.7.3 入会
2001-02年度 幹事
2006-07年度 副会長
 クラブ奉仕委員長
2008-09年度 会長

2013-14年度 ガバナーノミニー
 会員増強委員長
2014-15年度 ガバナーエレクト他
2015-16年度 ガバナー
2016-18年度 パストガバナー
 ＷＦＦ実行委員長他
 
 

加藤　陽一 瀬戸ＲＣ

2001.5 入会
2007-08年度 クラブ幹事
2014-15年度 クラブ会長

2010-15年度 ロータリー財団委員会 
 補助金委員会
2015-16年度 ロータリー財団委員会 副委員長
2016-18年度 ロータリー財団委員会 委員長

中村　公彦 名古屋名東ＲＣ

2006.12.4 入会
2012-13年度 新世代奉仕委員長
2014-15年度 会員増強･分類委員長
2015-16年度 副S.A.A.
2016-17年度 副幹事
2017-18年度 幹事

2012-14年度 青少年交換委員
2014-17年度 青少年交換副委員長
 

岩月　雅章 名古屋中ＲＣ

2009-10年度 幹事
2010-11年度 会長エレクト
2011-12年度 会長エレクト
2014-15年度 国際奉仕委員長
2016-17年度 親睦委員長
2017-18年度 社会奉仕委員長

2010-12年度 広報委員会 委員
2012-14年度 広報委員会 副委員長
2014-15年度 IT委員会 副委員長
2014-16年度 広報委員会 委員
2016-17年度 公共イメージ向上委員会 委員
2017-18年度 公共イメージ向上委員会 委員長

池森　由幸 名古屋千種ＲＣ

2009.12.4 入会
2012-13年度 ロータリー財団委員長
2013-14年度 ロータリー財団
 委員長・理事
2015-16年度 青少年奉仕・ローターアクト
 委員長・理事
2016-17年度 会員増強委員長

2015-16年度 ローターアクト委員
2016-18年度 ローターアクト副委員長

村田　誠一 名古屋みなとＲＣ

2003.4 豊田西RC入会
2010-11年度 副幹事
2012-13年度 国際奉仕委員会委員長
2013-14年度 RYLA委員会委員長

2012-14年度 RYLA委員会委員
2014-18年度 RYLA委員会副委員長

金山　明史 豊田西ＲＣ

2000.9 入会
2003-04年度 新世代委員長
2006-07年度 Ｓ.Ａ.Ａ
2008-09年度 国際奉仕委員長
2009-10年度 幹事
2011-12年度 親睦活動委員長
2016-17年度 副会長
2017-18年度 クラブ奉仕委員長

2007-10年度 青少年交換委員会委員
2010-11年度 青少年交換委員会副委員長
2011-14年度 危機管理委員会委員
2011-16年度 青少年交換委員会委員長
2011-17年度 青少年奉仕委員会副委員長
2014-16年度 危機管理委員会副委員長
2015-16年度 東尾張分区分区幹事
2017-18年度 WFF実行委員会委員
2017-19年度 青少年奉仕委員会委員長
 学友委員会委員／危機管理委員会委員

岡田　雅隆 犬山ＲＣ

2010-11年度 職業奉仕委員長
2011-12年度 親睦活動委員長
2012-13年度 米山記念奨学会委員長
2013-14年度 会報委員長
2015-16年度 会場委員長
2016-17年度 インターアクト委員長

2012-17年度 インターアクト委員会
2017-18年度 インターアクト委員会
 副委員長

杉本　知治 岡崎ＲＣ

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー／第３回米山功労者 ポール・ハリス・フェロー／米山功労者

ポール・ハリス・フェローポール・ハリス・フェロー

ポール・ハリス・フェロー予定者／米山功労者（マルチプル） マルチプル・ポール・ハリス・フェロー／米山功労者 

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／米山功労者 
 

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー／メジャードナー
米山功労者 

役職
氏名
勤務先　役職名など
ロータリー歴（クラブ役歴／地区役歴）

所属クラブ 所属クラブ
役職
氏名
勤務先　役職名など
ロータリー歴（クラブ役歴／地区役歴）

㈱愛知機工　代表取締役 杉林建設㈱　代表取締役

村田印刷㈱　代表取締役 金山建設㈱　代表取締役

トーカイテック㈱　代表取締役 いけもり矯正歯科　院長

ヤマキ電器㈱　代表取締役会長 ㈱大京化学　代表取締役

2018-19 地区便覧 地区ホームページ用

地区役員及び地区委員名簿
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資金管理委員会委員長 資金推進委員会委員長

補助金委員会委員長 ポリオ・プラス／職業研修チーム委員会委員長

奨学基金・平和フェローシップ委員会委員長 米山記念奨学委員会委員長

学友委員会委員長 地区10年史編纂委員会委員長

2009年 入会
2011-12年度 副幹事／ SAA
2013-14年度 国際奉仕委員会
 副委員長
2014-15年度 幹事
2015-16年度 会長エレクト
 会員増強委員長
2016-17年度 会長
2017-18年度 会長

2012-13年度 奨学基金・学友委員会
 副委員長
2013-14年度 奨学基金・学友・
 平和フェローシップ委員
2016-17年度 学友委員
2017-18年度 学友委員会委員長／
 ＷＦＦ実行委員
 
2013-18年度 財団学友会　代表幹事

池谷　悟 中部名古屋みらいＲＣ

1991-92年度 幹事
2001-02年度 会長エレクト
 ローターアクト委員長
2002-03年度 会長

2001-02年度 ローターアクト委員長
2008-09年度 西名古屋分区ガバナー補佐
2012-13年度 ガバナーノミニー
2013-14年度 ガバナーエレクト
2014-15年度 ガバナー
2016-17年度 米山記念奨学会理事

近藤　雄亮 名古屋瑞穂ＲＣ

1997.12 入会
2004-05年度 幹事
2005-06年度 Ｓ．Ａ．Ａ．
2010-11年度 会長エレクト
2011-12年度 会長
2014-15年度 副会長

2014-15年度 奨学基金・学友・
 平和フェローシップ 委員
2015-16年度 奨学基金・学友・
 平和フェローシップ 副委員長
2016-18年度 奨学基金・
 平和フェローシップ委員長

長谷川　龍伸 名古屋丸の内ＲＣ

2004-05年度 幹事
2010-11年度 会長
2016-17年度 会長
2017-18年度 直前会長

2011-  米山奨学委員会 委員
2014-  米山奨学委員会 副委員長

山田　直樹 尾張旭ＲＣ

1992.2 名古屋昭和RC入会
2003-04年度 新世代委員長
2007-08年度 幹事
2010-11年度 社会奉仕委員長
2011-12年度 ロータリー財団委員長
2013-17年度 国際奉仕委員長
2017-18年度 副会長

2010-14年度 補助金委員会委員
2014-16年度 職業研修チーム委員会委員
2016-18年度 補助金委員会副委員長

上野　広 名古屋昭和ＲＣ

1989.6 Etobicoke Rotary Club
 （カナダ・オンタリオ州）入会
2011.5 名古屋和合RC入会
2013-14年度 国際奉仕委員長
2015-16年度 社会奉仕委員長
 クラブ研修リーダー
2016-17年度 副幹事
2017-18年度 幹事

2012-2013 地区職業研修チーム委員
2013-17年度 地区職業研修チーム委員長
2013-14年度 WFF実行委員長
2014-17年度 WFF実行副委員長

福田　哲三 名古屋和合ＲＣ

1963年 一宮北RC入会
 （チャーターメンバー）
1974-75年度 幹事
1978-79年度 会長

2003-04年度 ガバナー
2005年 愛知万博ロータリー館 
 館長
2007-08年度 地区研修リーダー
2011-13年度 拡大委員会委員長
2013-18年度 資金管理委員会委員長

豊島　德三 一宮北ＲＣ

2007.10 西尾RC入会
2011-12年度 親睦活動委員長
2014-15年度 職業分類・会員増強委員長
2015-16年度 理事／社会奉仕委員長
2016-17年度 プログラム委員長

2012-15年度 地区資金推進委員会 委員
2013-14年度 RI第2760地区スタッフ
2015-16年度 奨学基金･学友･
 平和フェローシップ委員会
 副委員長
2016-19年度 地区資金推進委員会 委員長

松田　茂治 西尾ＲＣ

大口寄付者／ポール・ハリス・ソサエティ・メンバー／ベネファクター
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー＋８／第８回米山功労者 

メジャードナー（大口寄付者）／マルチプル・ホール・ハリス・フェロー 
第２回米山功労者 

メジャードナー／ベネファクター／マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
第６回米山功労者マルチプル

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

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／第３回米山功労者

メジャードナーレベル1 ／ベネファクター／第13回米山功労者

役職
氏名
勤務先　役職名など
ロータリー歴（クラブ役歴／地区役歴）

所属クラブ 所属クラブ
役職
氏名
勤務先　役職名など
ロータリー歴（クラブ役歴／地区役歴）

㈱喜斎　代表取締役 ㈲松田　代表取締役

㈲光陽　代表取締役 サーマエンジニアリング㈱　代表取締役

長谷川龍伸法律事務所　所長 ㈱富士高　代表取締役

㈱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 三明電機㈱　取締役会長

地区役員及び地区委員名簿

152018-19 Rotary International District 2760



1996-97年度 豊橋ＲＣ入会
2003-04年度 国際奉仕委員長
2009-10年度 副幹事、プログラム委員長
2010-11年度 幹事
2015-16年度 会長エレクト
2016-17年度 会長
ポール・ハリス・フェロー／第３回米山功労者

2007-09年度 研究グループ交換委員
2011-14年度 青少年交換委員
2014-16年度 奨学基金・学友・
 平和フェローシップ委員
2017-18年度 立法審議会委員
2017-18年度 地区大会企画委員

1990-91年度 豊橋ＲＣ入会
2000-01年度 国際奉仕委員長
2001-02年度 Ｓ．Ａ．Ａ．
2008-09年度 幹事
2012-13年度 会長エレクト
2013-14年度 会長
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／第３回米山功労者 

2005-07年度 新世代委員
2009-10年度 ローターアクト委員

役職
氏名
勤務先 役職名など
ロータリー歴（クラブ役歴／地区役歴）

所属クラブ
役職
氏名
勤務先 役職名など
ロータリー歴（クラブ役歴／地区役歴）

所属クラブ

佐々木　利政
地区幹事

佐々木繊維㈱　代表取締役社長
豊橋ＲＣ 高須　博久

筆頭地区副幹事（西名古屋分区担当）

冨田　佳央
地区副幹事（南尾張分区担当）

近藤　眞
地区副幹事（西尾張分区担当）

縣　政行
地区副幹事（東尾張分区担当）

牧野　渉
地区副幹事（東名古屋分区担当）

宮田　正人
地区副幹事（東三河分区担当）

佐藤　裕彦
地区副幹事（西三河中分区担当）

松坂　良太
地区副幹事（西三河分区担当）

池田　至
地区会計長

内山　典弘
地区副会計長

上村　健介
地区監事

㈱豊川堂　代表取締役会長

1991-92年度 豊橋ＲＣ入会
1999-00年度 新世代委員長
2000-01年度 社会奉仕委員長
2007-08年度 幹事
2013-14年度 会長エレクト
2014-15年度 会長
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／第３回米山功労者

2003-06年度 ローターアクト委員
2008-09年度 総務委員
2009-10年度 ＩＴ委員

2004-05年度 豊橋ＲＣ入会
2007-08年度 クラブ会報委員長
2009-10年度 社会奉仕委員長
2012-13年度 ローターアクト委員長
2016-17年度 会計

ポール・ハリス・フェロー／米山功労者

2014-16年度 ローターアクト委員
2017-18年度 ローターアクト委員

国盛商業㈱　代表取締役社長 近藤社会保険労務士事務所　所長

1997-98年度 豊橋ＲＣ入会
2000-01年度 クラブ会報委員長
2005-06年度 職業奉仕委員長
2008-09年度 親睦活動委員長
2010-11年度 会計
2012-13年度 幹事
ポール・ハリス・フェロー／第３回米山功労者

2006-07年度 ＲＣＣ委員
2007-09年度 ＲＣＣ委員長
2009-10年度 ＲＣＣ委員

1999-00年度 豊橋ＲＣ入会
2005-06年度 国際奉仕委員長
2008-09年度 会計
2010-11年度 副会長、クラブ奉仕委員長
2012-13年度 Ｓ．Ａ．Ａ．
2015-16年度 会長
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／第３回米山功労者

㈱縣鉄工所　常務取締役 ㈱アイセロ　代表取締役社長

1988-89年度 豊橋ＲＣ入会
1997-98年度 職業奉仕委員長
1998-99年度 青少年活動委員長
2006-07年度 幹事
2010-11年度 会長エレクト
2011-12年度 会長
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／第３回米山功労者

2003-04年度 ＲＣＣ委員
2004-05年度 ＲＣＣ委員長
2005-06年度 ＲＣＣ副委員長

2007-08年度 豊橋ＲＣ入会
2010-11年度 ＩＴ委員長
2011-12年度 インターアクト委員長
2012-13年度 会員増強委員長
2013-14年度 国際奉仕委員長

ポール・ハリス・フェロー／米山功労者

2011-14年度 インターアクト委員
2014-16年度 インターアクト副委員長
2016-18年度 インターアクト委員長
2016-18年度 青少年奉仕副委員長・委員
2016-18年度 危機管理委員、WFF実行委員
2017-18年度 学友委員

㈱アーチザン　代表取締役社長 ㈱豊橋テクノサイエンス　代表取締役社長

1998-99年度 豊橋ＲＣ入会
2003-04年度 新世代委員長
2005-06年度 会計
2006-07年度 職業奉仕委員長
2011-12年度 会計
2013-14年度 幹事
ポール・ハリス・フェロー／第３回米山功労者

2008-11年度 新世代委員 1999-00年度 豊橋ＲＣ入会
2001-02年度 ＲＣＣ委員長
2004-05年度 新世代委員長
2007-08年度 社会奉仕委員長
2012-13年度 会計
2014-15年度 幹事
ポール・ハリス・フェロー／第２回米山功労者

松坂司法書士事務所　所長 池田至法律事務所　所長

1999-00年度 豊橋ＲＣ入会
2002-03年度 インターアクト委員長
2006-07年度 会計
2012-13年度 社会奉仕委員長
2014-15年度 ローターアクト委員長
2016-17年度 職業分類委員長
ポール・ハリス・フェロー／第２回米山功労者

1980-81年度 豊橋ＲＣ入会
1990-91年度 国際奉仕委員長
1998-99年度 副幹事、プログラム委員長
1999-00年度 幹事
2005-06年度 会長
2006-07年度 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／ベネファクター／第３回米山功労者

内山公認会計士事務所　所長 ㈱ジュトク　取締役会長

豊橋ＲＣ

豊橋ＲＣ 豊橋ＲＣ

豊橋ＲＣ 豊橋ＲＣ

豊橋ＲＣ 豊橋ＲＣ

豊橋ＲＣ 豊橋ＲＣ

豊橋ＲＣ 豊橋ＲＣ

2018-19 地区便覧 地区ホームページ用

地区スタッフ名簿
第2760地区
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役職
氏名
勤務先 役職名など
ロータリー歴（クラブ役歴／地区役歴）

所属クラブ
役職
氏名
勤務先 役職名など
ロータリー歴（クラブ役歴／地区役歴）

所属クラブ

石黒　功
地区副監事（オンツーハンブルク担当）

豊橋ＲＣ 紅林　友昭
地区事務長

山本　貴浩
地区スタッフ（南尾張分区担当）

久保田　充三
地区スタッフ（西尾張分区担当）

岩瀬　清
地区スタッフ（東尾張分区担当）

三浦　裕司
地区スタッフ（西名古屋分区担当）

井口　貴嗣
地区スタッフ（東名古屋分区担当）

水藤　之資
地区スタッフ（東三河分区担当）

岡田　直樹
地区スタッフ（西三河中分区担当）

浅倉　伸治
地区スタッフ（西三河分区担当）

大塩　啓太郎
地区スタッフ（オンツーハンブルク担当）

瀧﨑　裕司
地区スタッフ（事務局担当）

豊橋ＲＣ

豊橋ＲＣ 豊橋ＲＣ

豊橋ＲＣ 豊橋ＲＣ

豊橋ＲＣ 豊橋ＲＣ

豊橋ＲＣ 豊橋ＲＣ

豊橋ＲＣ 豊橋ＲＣ

2010-11年度 豊橋ＲＣ入会
2013-14年度 ＩＴ委員長
2014-15年度 ニコニコ委員長
2016-17年度 国際奉仕委員長

ポール・ハリス・フェロー

2016-18年度 補助金委員 2008-09年度 豊橋ＲＣ入会
2011-12年度 クラブ運営委員長
2013-14年度 会員増強委員長
2015-16年度 親睦活動委員長
2017-18年度 職業奉仕委員長

ポール・ハリス・フェロー／米山功労者

ユタカコーポレーション㈱　代表取締役社長 ㈲祝飾りの滝崎　代表取締役

2005-06年度 豊橋ＲＣ入会
2009-10年度 クラブ会報委員長
2011-12年度 国際奉仕委員長
2013-14年度 クラブ運営委員長
2014-15年度 親睦活動委員長
2017-18年度 職業分類委員長
ポール・ハリス・フェロー／米山功労者

2010-11年度 豊橋ＲＣ入会
2013-14年度 クラブ会報委員長
2014-15年度 会員増強委員長
2016-17年度 青少年奉仕委員長

ポール・ハリス・フェロー

㈱イデアル・アトレ　代表取締役社長 ㈱経真　代表取締役

2010-11年度 豊橋ＲＣ入会
2014-15年度 ＩＴ委員長
2017-18年度 クラブ会報委員長

2013-14年度 環境保全委員
2014-16年度 社会奉仕委員
2016-18年度 社会奉仕副委員長

2003-04年度 豊橋ＲＣ入会
2007-08年度 インターアクト委員長
2009-10年度 国際奉仕委員長
2010-11年度 親睦活動委員長
2012-13年度 ニコニコ委員長
2016-17年度 クラブ運営・ＩＴ特別委員長
ポール・ハリス・フェロー／米山功労者

井口土建㈱　代表取締役専務 管財㈱　専務取締役

2010-11年度 豊橋ＲＣ入会
2014-15年度 クラブ会報委員長
2016-17年度 職業奉仕委員長
2017-18年度 クラブ運営委員長

ポール・ハリス・フェロー

2007-08年度 豊橋ＲＣ入会
2010-11年度 環境保全委員長
2011-12年度 ＩＴ委員長
2013-14年度 青少年奉仕委員長
2015-16年度 ニコニコ委員長
2017-18年度 国際奉仕委員長
ポール・ハリス・フェロー／米山功労者

2011-13年度 ＩＴ委員
豊橋合同印刷㈱　代表取締役社長 ㈱紅久商店　代表取締役専務

2007-08年度 豊橋ＲＣ入会
2011-12年度 クラブ会報委員長
2013-14年度 ニコニコ委員長
2014-15年度 青少年奉仕委員長
2016-17年度 雑誌委員長
2017-18年度 親睦活動委員長
ポール・ハリス・フェロー／米山功労者

2015-16年度 豊橋ＲＣ入会
㈱桑名屋　代表取締役社長 ㈱久保田紙店　代表取締役社長

1991-92年度 豊橋ＲＣ入会
1999-00年度 国際奉仕委員長
2009-10年度 副会長、クラブ奉仕委員長
2011-12年度 会長エレクト
2012-13年度 会長
2013-14年度 直前会長、ロータリー財団委員長
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／第３回米山功労者

1999-00年度 豊橋ＲＣ入会
2002-03年度 クラブ会報委員長
2008-09年度 職業奉仕委員長
2010-11年度 Ｓ．Ａ．Ａ．
2014-15年度 副幹事、プログラム委員長
2015-16年度 幹事
ポール・ハリス・フェロー／第２回米山功労者

イノチオホールディングス㈱　代表取締役社長 紅林ビル㈱　代表取締役社長

地区スタッフ名簿
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地区幹事 筆頭地区副幹事 地区副幹事 地区副幹事 地区副幹事

地区副幹事

地区監事 地区副監事 地区事務長

地区スタッフ

地区会計長 地区副会計長

西名古屋分区担当
高 須  博 久

佐々木  利 政

南尾張分区担当
冨 田  佳 央

西尾張分区担当
近 藤  眞

東尾張分区担当
縣  政 行

東名古屋分区担当
牧 野  渉

東三河分区担当
宮 田  正 人

西三河中分区担当
佐 藤  裕 彦

西三河分区担当
松 坂  良 太

池 田  至 内 山  典 弘 上 村  健 介 オンツーハンブルク担当
石 黒  功

紅 林  友 昭

南尾張分区担当
山 本  貴 浩

西尾張分区担当
久保田  充 三

東尾張分区担当
岩 瀬  清

西名古屋分区担当
三 浦  裕 司

東名古屋分区担当
井 口  貴 嗣

東三河分区担当
水 藤  之 資

西三河中分区担当
岡 田  直 樹

西三河分区担当
浅 倉  伸 治

事務局担当
瀧 﨑  裕 司

地区副幹事 地区副幹事 地区副幹事

オンツーハンブルク担当
大 塩  啓太郎

2018-19 地区便覧 地区ホームページ用

2018-19年度 地区スタッフ
第2760地区
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斎 藤  直 美

江 崎  柳 節

田 中  正 規

ロータリーコーディネーター（RC）
公益財団法人 ロータリー米山記念奨学会
　評議員
　選考・学務委員会　委員長

ロータリー公共イメージコーディネーター補佐
（ARPIC）
公益財団法人 ロータリー米山記念奨学会
理事

ロータリー財団地域コーディネーター補佐
（ARRFC）

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
評議員

公益財団法人 ロータリー日本財団
監事
ロータリーの友委員会
委員長
一般社団法人 ロータリーの友事務所
代表理事

ロータリー文庫運営委員会
運営委員

一般社団法人国際ロータリー
日本青少年交換多地区合同機構
（RIJYEM  ※旧 RIJYEC）
社員

ロータリーの友委員会
地区代表委員　

黒 田  勝 基

古 田  嘉 且

近 藤  雄 亮

片 山  主 水

加 藤  陽 一

服 部  良 男

落 合  由理菜

一般社団法人国際ロータリー
日本青少年交換多地区合同機構
（RIJYEM  ※旧 RIJYEC）
事務局補佐

ガバナーエレクト 次期地区幹事 地区監査役

伊 藤  靖 祐 南 村  朋 幸 加 藤 友 康

第2760地区
2018-19年度 ガバナーエレクト他

2018-19年度 ＲＩ委員他
第2760地区

192018-19 Rotary International District 2760



開催日 曜日 時間 会合名 開催場所
2018年（１月～６月）
１月14日～20日 日～土 2018年ＲＩ国際協議会 アメリカ・サンディエゴ
１月27日 土 11：00～13：00 第４回地区諮問委員会 名鉄ニューグランドホテル
２月７日 水 15：00～17：00 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16日 金 12：00～17：00 2018−19年度 ロータリー財団補助金管理セミナー 名古屋東急ホテル
２月18日 日 15：30～19：00 2018−19年度 地区チーム研修セミナー 名古屋東急ホテル
３月３日 土 10：00～16：00 2018−19年度 会長エレクト研修セミナー 名古屋東急ホテル
３月24日～25日 土～日 第26回地区ＲＹＬＡセミナー 全トヨタ労連研修センター 「つどいの丘」
３月25日 日 13：30～16：00 2018−19年度 地区研修・協議会のための指導者会議 ホテルナゴヤキャッスル
４月４日 水 16：00～20：00 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15日 日 13：00～16：30 2018−19年度 地区研修・協議会 ホテルナゴヤキャッスル
６月15日 金 16：00～16：55 第２回ガバナー補佐会議 ホテルナゴヤキャッスル
６月15日 金 17：00～17：55 第５回地区諮問委員会 ホテルナゴヤキャッスル
６月15日 金 18：00～20：00 地区役員会長幹事懇談会（2017−18年度） ホテルナゴヤキャッスル
６月17日 日 第１回青少年・学友交流フェスタ 豊田市運動公園体育館
６月23日～27日 土～水 2018年ＲＩ国際大会 カナダ・トロント
2018年（７月～12月）
７月７日 土 11：00～13：00 第１回地区諮問委員会 名鉄ニューグランドホテル
７月７日 土 13：00～14：30 第１回立法案審議委員会 名鉄ニューグランドホテル
７月25日 水 16：00～20：00 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
８月４日 土 12：00～17：00 地区ロータリー財団セミナー 名古屋国際ホテル
９月８日 土 11：00～13：00 第２回地区諮問委員会 名鉄ニューグランドホテル
９月８日 土 13：00～14：30 第２回立法案審議委員会 名鉄ニューグランドホテル
９月８日 土 15：00～17：00 第１回地区審議会 名鉄ニューグランドホテル
９月８日 土 【同日開催】指導者育成セミナー 名鉄ニューグランドホテル
９月９日 日 ９：30～17：00 2760地区ＲＬＩ会長エレクト研修　パート１ 星城大学丸の内キャンパス
10月９日 火 15：00～16：30 第３回立法案審議委員会 ガバナー事務所会議室
10月27日～28日 土～日 第６回ワールドフード＋ふれ愛フェスタ（地区ロータリーデー） 久屋大通公園
11月４日 日 ９：30～19：30 2760地区ＲＬＩ会長エレクト研修　パート２ 名鉄グランドホテル
11月９日 金 11：00～13：00 第３回地区諮問委員会 名鉄グランドホテル
11月10日 土 2018−19年度 地区大会　第１日目 蒲郡市民会館ほか
11月10日 土 【同日開催】青少年フォーラム 蒲郡市民会館ほか
11月11日 日 2018−19年度 地区大会　第２日目 蒲郡市民会館ほか
11月23日～25日 金～日 第27回地区ＲＹＬＡセミナー 豊田市福祉センター（予定）
11月28日 水 16：00～18：00 第２回次期ガバナー補佐研修会議 ガバナー事務所会議室
12月１日 土 16：00～20：00 第１回ガバナー補佐会議 名鉄ニューグランドホテル
2019年（１月～６月）
１月12日～19日 土～土 2019年ＲＩ国際協議会 アメリカ・サンディエゴ
１月26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３日 日 10：00～15：00 新会員研修セミナー 名鉄グランドホテル
２月６日 水 16：00～18：00 第３回次期ガバナー補佐研修会議 ガバナー事務所会議室
２月15日 金 12：00～17：00 2019−20年度 ロータリー財団補助金管理セミナー 名古屋東急ホテル
２月16日 土 16：00～20：00 西尾張分区ＩＭ 名古屋マリオットアソシアホテル
２月16日 土 西三河中分区ＩＭ 名鉄トヨタホテル
２月16日 土 西三河分区ＩＭ ホテルグランドティアラ安城
２月17日 日 15：30～19：00 2019−20年度 地区チーム研修セミナー 名古屋東急ホテル
２月18日 月 西名古屋分区ＩＭ 名古屋観光ホテル
２月23日 土 南尾張分区ＩＭ 名鉄グランドホテル
２月23日 土 東尾張分区ＩＭ キャッスルプラザ
２月27日 水 16：00～20：00 東名古屋分区ＩＭ 名古屋マリオットアソシアホテル
３月２日 土 東三河分区ＩＭ 崋山会館
３月９日 土 10：00～16：00 2019−20年度 会長エレクト研修セミナー 名古屋東急ホテル
３月24日 日 2019−20年度 地区研修・協議会のための指導者会議 ホテルナゴヤキャッスル
４月３日 水 16：00～20：00 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
４月14日 日 2019−20年度 地区研修・協議会 ホテルナゴヤキャッスル
５月26日（仮） 日 学友国際交流フェスタ（仮称） 未定
６月１日～５日 土～水 2019年ＲＩ国際大会 ドイツ・ハンブルク
６月22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22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22日 土 18：00～20：00 地区役員会長幹事懇談会（2018−19年度） 名鉄グランドホテル

2018-19 地区便覧 地区ホームページ用

地区主要行事日程表
第2760地区
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開催日 曜日 時間 会合名 開催場所
2018年 １月24日 水 16：00～17：30 第1回会員増強委員会（新旧） ガバナー事務所会議室

１月25日 木 14：30～16：30 第1回次年度研修委員会予定者会議 ガバナー事務所会議室
１月27日 土 14：00～16：00 第2回次年度研修委員会予定者会議 名鉄ニューグランドホテル
２月２日 金 13：00～15：00 第1回地区戦略計画委員会 ガバナー事務所会議室
２月16日 金 16：00～17：30 第2回会員増強委員会 ガバナー事務所会議室
２月23日 金 16：00～17：30 第1回WFF実行予定者委員会 ガバナー事務所会議室
３月17日 土 13：00～16：00 第1回DL研修 ガバナー事務所会議室
３月23日 金 16：00～17：30 第2回WFF実行予定者委員会 ガバナー事務所会議室
３月29日 木 15：00～17：00 第1回職業奉仕委員会（前年度合同） ガバナー事務所会議室
４月３日 火 16：00～17：30 第3回会員増強委員会 ガバナー事務所会議室
４月４日 水 15：00～17：00 第2回職業奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
４月５日 木 16：00～17：30 17-18年度第4回（18-19年度第1回）地区米山記念奨学委員会 ガバナー事務所会議室
４月６日 金 16：00～18：00 第1回地区青少年奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
４月21日 土 13：00～16：00 第2回DL研修 名鉄グランドホテル
４月24日 火 16：00～17：30 第3回WFF実行予定者委員会 ガバナー事務所会議室
５月11日 金 18：00～21：00 新旧地区青少年奉仕委員会 キャッスルプラザ
５月12日 土 13：00～16：00 第3回DL研修 ガバナー事務所会議室
５月17日 木 15：00～17：00 第1回地区公共イメージ向上委員会予定者会議 ガバナー事務所会議室
５月22日 火 15：00～16：30 第2回地区戦略計画委員会 ガバナー事務所会議室
５月25日 金 13：30～15：00 第2回地区青少年奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
５月25日 金 15：00～17：30 第4回WFF実行予定者委員会 ガバナー事務所会議室
６月２日 土 15：00～17：00 新旧合同引継ぎインターアクト委員会（予定者） 愛知県青年の家（岡崎）
６月３日 日 12：00～13：15 地区ローターアクト委員会予定者会議 田原文化会館
６月９日 土 12：00～15：00 準備RYLA委員会 名鉄トヨタホテル
６月14日 木 17：30～18：30 第1回拡大委員会 ガバナー事務所会議室
６月16日 土 13：00～16：00 第4回DL研修 ガバナー事務所会議室
６月21日 木 15：00～17：00 第2回地区公共イメージ向上委員会予定者会議 ガバナー事務所会議室
６月22日 金 15：00～17：30 第5回WFF実行予定者委員会 ガバナー事務所会議室
７月４日 水 15：00～16：00 第1回ロータリー財団監査委員会 ガバナー事務所会議室
７月４日 水 16：00～17：30 第1回ロータリー財団委員会運営会議 ガバナー事務所会議室
７月５日 木 16：00～17：30 第2回地区米山記念奨学委員会 ガバナー事務所会議室
７月６日 金 14：00～16：00 第3回地区青少年奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
７月６日 金 16：00～17：30 第6回WFF実行委員会 ガバナー事務所会議室
７月10日 火 15：00～17：00 第1回危機管理委員会 ガバナー事務所会議室
７月11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 ガバナー事務所会議室
７月12日 木 13：00～15：00 第1回地区10年史編纂委員会 ガバナー事務所会議室
７月12日 木 15：00～17：00 第1回地区公共イメージ向上委員会：委員長会議向け ガバナー事務所会議室
７月13日 金 13：00～15：00 第1回RYLA委員会 ガバナー事務所会議室
７月13日 金 16：00～17：30 第1回補助金委員会 ガバナー事務所会議室
７月14日 土 15：00～17：00 第1回インターアクト委員会 愛知県青年の家（岡崎）
７月15日 日 ９：00～10：00 第1回地区青少年交換委員会 ガバナー事務所会議室
７月15日 日 12：00～13：15 第1回地区ローターアクト委員会 田原文化会館
７月17日 火 16：00～17：30 第1回国際奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
７月18日 水 16：00～17：30 第1回ポリオ･プラス／職業研修チーム委員会 ガバナー事務所会議室
７月19日 木 15：00～17：00 第1回学友委員会 ガバナー事務所会議室
７月20日 金 16：00～17：30 第4回会員増強委員会 ガバナー事務所会議室
７月21日 土 13：00～16：00 第1回地区研修委員会 ガバナー事務所会議室
７月25日 水 15：00～19：00 第3回職業奉仕委員会 名鉄グランドホテル

第2760地区
地区委員会日程表
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開催日 曜日 時間 会合名 開催場所
７月26日 木 16：00～17：30 第1回資金推進委員会 ガバナー事務所会議室
７月31日 火 15：00～17：00 第1回社会奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
７月未定 第3回地区戦略計画委員会 ガバナー事務所会議室
８月３日 金 14：00～16：00 第4回地区青少年奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
８月３日 金 16：00～17：30 第7回WFF実行委員会 ガバナー事務所会議室
８月４日 土 13：00～15：00 第2回RYLA委員会 豊田福祉センター
８月５日 日 ９：00～10：00 第2回地区青少年交換委員会 ガバナー事務所会議室
８月７日 火 15：00～16：30 第1回地区大会企画委員会 ガバナー事務所会議室
８月８日 水 16：00～17：30 第2回ポリオ･プラス／職業研修チーム委員会 ガバナー事務所会議室
８月９日 木 13：30～17：00 第2回地区10年史編纂委員会・歴代ガバナー座談会 ガバナー事務所会議室
８月21日 火 15：00～17：00 第2回社会奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
８月25日 土 13：00～16：00 第2回地区研修委員会 ガバナー事務所会議室
８月26日 日 ９：00～10：00 第3回地区青少年交換委員会 YMCA東山荘
８月30日 木 16：00～17：30 第3回地区米山記念奨学委員会 ガバナー事務所会議室
８月31日 金 16：00～17：30 第5回会員増強委員会 ガバナー事務所会議室
９月１日 土 ９：00～11：00 第4回地区青少年交換委員会 あいち健康の森
９月４日 火 15：00～17：00 第3回社会奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
９月５日 水 15：00～16：00 第1回地区財務委員会 ガバナー事務所会議室
９月５日 水 16：00～17：30 第2回ロータリー財団委員会運営会議 ガバナー事務所会議室
９月７日 金 16：00～17：30 第2回資金推進委員会 ガバナー事務所会議室
９月８日 土 13：00～15：00 第3回RYLA委員会 豊田福祉センター
９月12日 水 16：00～17：30 第3回ポリオ･プラス／職業研修チーム委員会 ガバナー事務所会議室
９月13日 木 13：00～15：00 第3回地区10年史編纂委員会 ガバナー事務所会議室
９月13日 木 15：00～17：00 第2回地区公共イメージ向上委員会：WFF向け ガバナー事務所会議室
９月14日 金 13：30～15：00 第5回地区青少年奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
９月14日 金 15：00～17：30 第8回WFF実行委員会 ガバナー事務所会議室
９月16日 日 12：00～13：15 第2回地区ローターアクト委員会 田原文化会館
９月20日 木 15：00～17：00 第2回学友委員会 ガバナー事務所会議室
９月25日 火 16：00～17：30 第2回奨学基金･平和フェローシップ委員会 ガバナー事務所会議室
９月27日 木 16：00～17：30 第2回国際奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
９月29日 土 13：00～16：00 第3回地区研修委員会 ガバナー事務所会議室
10月２日 火 13：30～15：00 第6回地区青少年奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
10月２日 火 15：00～17：30 第9回WFF実行委員会 ガバナー事務所会議室
10月３日 水 14：00～16：00 第1回ロータリー財団委員会全委員研修会 ガバナー事務所会議室
10月３日 水 16：00～17：30 第1回ロータリー財団委員会全委員会 ガバナー事務所会議室
10月４日 木 15：00～16：30 第2回地区大会企画委員会 ガバナー事務所会議室
10月６日 土 11：00～14：00 第5回地区青少年交換委員会 ガバナー事務所会議室
10月10日 水 16：00～17：30 第4回ポリオ･プラス／職業研修チーム委員会 ガバナー事務所会議室
10月11日 木 17：00～18：30 第2回拡大委員会 ガバナー事務所会議室
10月13日 土 13：00～15：00 第4回RYLA委員会 豊田福祉センター
10月19日 金 13：30～15：00 第7回地区青少年奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
10月19日 金 15：00～17：30 第10回WFF実行委員会 ガバナー事務所会議室
10月19日 金 15：00～17：00 第2回インターアクト委員会 未定
10月20日 土 11：00～14：00 第6回地区青少年交換委員会 未定
10月24日 水 13：00～15：00 第4回地区10年史編纂委員会 ガバナー事務所会議室
10月24日 水 15：00～17：00 第3回地区公共イメージ向上委員会：地区大会向け ガバナー事務所会議室
11月２日 金 13：00～16：00 第4回地区研修委員会 ガバナー事務所会議室
11月２日 金 16：00～18：00 第8回地区青少年奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
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開催日 曜日 時間 会合名 開催場所
11月３日 土 11：00～14：00 第7回地区青少年交換委員会 ガバナー事務所会議室
11月４日 日 12：00～13：15 第3回地区ローターアクト委員会 田原文化会館
11月５日 月 16：00～17：30 第3回奨学基金･平和フェローシップ委員会 ガバナー事務所会議室
11月７日 水 15：00～17：00 第4回職業奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
11月14日 水 16：00～17：30 第5回ポリオ･プラス／職業研修チーム委員会 ガバナー事務所会議室
11月15日 木 15：00～17：00 第3回学友委員会 ガバナー事務所会議室
11月16日 金 16：00～17：30 第2回補助金委員会 ガバナー事務所会議室
11月17日 土 13：00～15：00 第5回RYLA委員会 豊田福祉センター
11月20日 火 16：00～17：30 第3回ロータリー財団委員会運営会議 ガバナー事務所会議室
11月21日 水 16：00～17：00 第4回社会奉仕委員会 刈谷市総合文化センター
11月22日 木 15：00～17：00 第4回地区公共イメージ向上委員会：次年度計画協議 ガバナー事務所会議室
11月23日 金 13：00～15：00 第6回RYLA委員会 豊田福祉センター
11月27日 火 16：00～17：30 第3回国際奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
12月２日 日 ９：30～17：00 第4回奨学基金･平和フェローシップ委員会､申請者面接会 ガバナー事務所会議室
12月６日 木 16：00～17：30 第3回資金推進委員会 ガバナー事務所会議室
12月８日 土 13：00～16：00 第5回地区研修委員会 ガバナー事務所会議室
12月８日 土 16：00～17：30 第6回ポリオ･プラス／職業研修チーム委員会 ガバナー事務所会議室
12月15日 土 15：00～17：00 第1回学友国際交流フェスタ（仮）実行部会 ガバナー事務所会議室
12月22日 土 11：00～14：00 第8回地区青少年交換委員会 ガバナー事務所会議室
12月未定 第4回地区戦略計画委員会 ガバナー事務所会議室

2019年 １月11日 金 16：00～17：30 第5回奨学基金･平和フェローシップ委員会 ガバナー事務所会議室
１月12日 土 13：00～15：00 第7回RYLA委員会 豊田福祉センター
１月16日 水 15：00～17：00 第5回地区公共イメージ向上委員会：新会員セミナー及び地区協議会向け ガバナー事務所会議室
１月17日 木 16：00～17：30 第4回国際奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
１月18日 金 16：00～17：30 第7回ポリオ･プラス／職業研修チーム委員会 ガバナー事務所会議室
１月19日 土 15：00～17：00 第2回学友国際交流フェスタ（仮）実行部会 ガバナー事務所会議室
１月20日 日 12：00～13：15 第4回地区ローターアクト委員会 田原文化会館
１月23日 水 15：00～16：00 第2回地区財務委員会 ガバナー事務所会議室
１月24日 木 16：00～17：30 第3回補助金委員会 ガバナー事務所会議室
１月25日 金 13：00～16：00 第6回地区研修委員会 ガバナー事務所会議室
１月25日 金 16：00～17：30 第6回会員増強委員会 ガバナー事務所会議室
１月26日 土 11：00～14：00 第9回地区青少年交換委員会 ガバナー事務所会議室
１月27日 日 15：00～17：00 第3回インターアクト委員会 愛知県青年の家（岡崎）
１月29日 火 14：30～15：30 地区活動資金（DDF）承認会議 ガバナー事務所会議室
１月29日 火 15：30～16：30 第2回ロータリー財団委員会全委員研修会 ガバナー事務所会議室
１月29日 火 16：30～17：30 第2回ロータリー財団委員会全委員会 ガバナー事務所会議室
２月２日 土 13：00～15：00 第8回RYLA委員会 豊田福祉センター
２月２日 土 15：00～17：00 第3回学友国際交流フェスタ（仮）実行部会 ガバナー事務所会議室
２月５日 火 15：00～17：00 第5回社会奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
２月７日 木 15：00～16：00 第2回ロータリー財団監査委員会 ガバナー事務所会議室
２月７日 木 16：00～17：30 第4回ロータリー財団委員会運営会議 ガバナー事務所会議室
２月７日 木 16：00～18：00 第9回地区青少年奉仕委員会 未定
２月７日 木 17：30～18：30 第3回拡大委員会 ガバナー事務所会議室
２月９日 土 ９：00～10：00 第10回地区青少年交換委員会 ガバナー事務所会議室
２月９日 土 15：30～17：30 第7回地区研修委員会 ガバナー事務所会議室
２月12日 火 16：00～17：30 第4回資金推進委員会 ガバナー事務所会議室
２月14日 木 16：00～17：30 第5回国際奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
２月20日 水 16：00～17：30 第8回ポリオ･プラス／職業研修チーム委員会 ガバナー事務所会議室
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開催日 曜日 時間 会合名 開催場所
３月１日 金 16：00～17：30 第4回補助金委員会 ガバナー事務所会議室
３月12日 火 16：00～17：30 第6回国際奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
３月13日 水 15：00～17：00 第2回危機管理委員会 ガバナー事務所会議室
３月15日 金 16：00～17：30 第5回補助金委員会 ガバナー事務所会議室
３月16日 土 13：00～15：00 第9回RYLA委員会 豊田福祉センター
３月16日 土 16：00～17：30 第9回ポリオ･プラス／職業研修チーム委員会 ガバナー事務所会議室
３月21日 木 15：00～17：00 第6回地区公共イメージ向上委員会：地区協議会向け ガバナー事務所会議室
３月22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 ガバナー事務所会議室
３月23日 土 15：00～17：00 第4回学友国際交流フェスタ（仮）実行部会 ガバナー事務所会議室
３月27日 水 15：00～17：00 第5回職業奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
３月28日 木 16：00～17：30 第5回資金推進委員会 ガバナー事務所会議室
３月29日 金 16：00～17：30 第6回補助金委員会 ガバナー事務所会議室
３月未定 第11回地区青少年交換委員会 白馬東急ホテル
４月３日 水 16：00～18：00 第10回地区青少年奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
４月４日 木 16：00～17：30 第4回地区米山記念奨学委員会 ガバナー事務所会議室
４月６日 土 13：00～15：00 第10回RYLA委員会 豊田福祉センター
４月７日 日 12：00～13：15 第5回地区ローターアクト委員会 田原文化会館
４月９日 火 16：00～17：30 第7回国際奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
４月10日 水 16：00～17：30 第3回ロータリー財団委員会全委員会 ガバナー事務所会議室
４月12日 金 16：00～17：30 第7回補助金委員会 ガバナー事務所会議室
４月13日 土 15：00～17：00 第5回学友国際交流フェスタ（仮）実行部会 ガバナー事務所会議室
４月17日 水 16：00～17：30 第10回ポリオ･プラス／職業研修チーム委員会 ガバナー事務所会議室
４月23日 火 15：00～17：00 第4回インターアクト委員会 未定
４月25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 ガバナー事務所会議室
４月26日 金 16：00～17：30 第8回補助金委員会 ガバナー事務所会議室
５月９日 木 14：00～15：00 第9回補助金委員会 ガバナー事務所会議室
５月９日 木 15：00～16：30 地区活動資金（DDF）審査会 ガバナー事務所会議室
５月９日 木 16：30～17：30 ロータリー財団委員会新旧運営会議 ガバナー事務所会議室
５月11日 土 13：00～15：00 第11回RYLA委員会 豊田福祉センター
５月14日 火 15：00～17：00 第6回社会奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
５月15日 水 16：00～17：30 第8回国際奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
５月16日 木 16：00～17：30 第6回資金推進委員会 ガバナー事務所会議室
５月18日 土 15：00～17：00 第6回学友国際交流フェスタ（仮）実行部会 ガバナー事務所会議室
５月23日 木 15：00～17：00 第7回地区公共イメージ向上委員会：次年度プレスセミナー向け ガバナー事務所会議室
５月24日 金 16：00～17：30 第11回ポリオ･プラス／職業研修チーム委員会 ガバナー事務所会議室
５月24日 金 17：00～20：00 新旧地区青少年奉仕委員会 キャッスルプラザ
５月25日 土 ９：00～11：00 第12回地区青少年交換委員会 ガバナー事務所会議室
５月29日 水 15：00～17：00 第6回職業奉仕委員会 未定
５月29日 水 16：00～17：30 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 水 17：30～19：30 新旧ロータリー財団委員会交流会 ラグナスイート名古屋
６月１日 土 15：00～17：00 第5回新旧合同インターアクト委員会 愛知県青年の家（岡崎）
６月11日 火 18：00～20：00 新旧合同国際奉仕委員会 場所未定
６月13日 木 15：00～17：00 第4回学友委員会 ガバナー事務所会議室
６月13日 木 17：30～18：30 第4回拡大委員会 ガバナー事務所会議室
６月15日 土 11：00～14：00 第13回地区青少年交換委員会 ガバナー事務所会議室
６月15日 土 16：00～17：30 第7回資金推進委員会 未定
８月未定 地区ローターアクト委員会決算委員会 未定
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開催日 曜日 時間 会合名 開催場所
2018年 ７月26日 木 16：00～20：00 第１回クラブ公共イメージ向上委員長会議 名鉄グランドホテル

９月６日 木 16：00～20：30 クラブ米山奨学委員長会議･学友会総会 キャッスルプラザ
９月25日 火 15：00～17：00 第１回クラブ社会奉仕委員長会議 名鉄グランドホテル
10月５日 金 15：00～19：00 クラブ国際奉仕委員長会議 名鉄グランドホテル
11月28日 水 14：00～19：00 クラブ職業奉仕委員長会議 名鉄グランドホテル

2019年 ３月14日 木 15：00～20：00 第２回クラブ公共イメージ向上委員長会議 名鉄グランドホテル
５月24日 金 15：00～17：00 第２回クラブ社会奉仕委員長会議 名鉄グランドホテル

開催日 曜日 時間 会合名 開催場所
2018年 ４月19日 木 14：00～17：30 2018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６日 日 14：00～16：30 第31回インターアクトクラブ海外派遣研修保護者説明会 愛知県青年の家（岡崎）
５月19日 土 11：00～17：00 春季米山奨学生学友合同研修会 未定
６月２日
６月３日

土
日

９：00～22：00
６：00～16：00

第31回インターアクトクラブ海外派遣研修
第１回事前研修会 愛知県青年の家（岡崎）

６月14日 木 15：30～17：30 2017−18年度 第5回愛知県内マスコミ向けプレスセミナー併設
2018−19年度 第1回新ガバナーのマスコミ向け挨拶プレスセミナー ガバナー事務所会議室

７月12日 木 10：00～12：00 2019学年度米山奨学生指定校大学担当者会議 ガバナー事務所会議室
７月14日
７月15日

土
日

９：00～22：00
６：00～16：00

第31回インターアクトクラブ海外派遣研修
第２回事前研修会 愛知県青年の家（岡崎）

７月15日 日 10：00～12：00 地区青少年交換プログラム
第10回オリエンテーション ガバナー事務所会議室

７月15日 日 14：00～17：00 地区青少年交換プログラム受入説明会 豊島ビル２F
７月16日 月 ９：00～16：00 第29回インターアクトクラブ年次大会 ウィルあいち

７月24日～８月１日 火～水 第31回インターアクトクラブ海外派遣研修 オーストラリア　パース

８月５日 日 10：00～12：00 地区青少年交換プログラム
第11回（最終）オリエンテーション ガバナー事務所会議室

８月５日 日 13：00～17：00 2019−20年度 青少年交換志願者選考試験 ガバナー事務所会議室

８月26日～８月28日 日～火 地区青少年交換プログラム･プレオリエンテーション
（強化合宿）（第2620地区合同） YMCA東山荘

９月１日
９月２日

土
日

11：00～ 地区青少年交換プログラム
第１回オリエンテーション&交流会 あいち健康の森

９月１日 土 14：00～16：30 第31回インターアクトクラブ海外派遣研修事後研修会 愛知県青年の家（岡崎）
９月９日 日 地区親睦 豊田広域RAC
９月20日 木 19：00～21：00 第２回プレスセミナー：WFF関係 ガバナー事務所会議室

10月６日 土 14：00～17：00 地区青少年交換プログラム
第２回オリエンテーション ガバナー事務所会議室

10月６日～10月７日 土～日 ローターアクト３地区合同プロジェクト 岐阜・三重
10月18日 木 14：00～17：30 米山カウンセラー研修会 キャッスルプラザ

10月20日 土 14：00～18：30 地区青少年交換プログラム
第１回三者懇談会 未定

11月３日 土 14：00～17：00 地区青少年交換プログラム
第３回オリエンテーション ガバナー事務所会議室

11月10日 土 地区青少年交換プログラム
第４回オリエンテーション 蒲郡市民会館

地区内クラブ委員長会議日程表
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開催日 曜日 時間 会合名 開催場所
11月17日 土 ８：00～18：00 秋季米山奨学生学友合同研修会 未定

11月17日～11月18日 土～日 ローターアクト国内研修 第2620地区（静岡・山梨）
11月29日 木 16：00～17：30 2019学年度米山奨学生第1次選考会 ガバナー事務所会議室
12月８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22日 土 14：00～16：00 地区青少年交換プログラム
第５回オリエンテーション ガバナー事務所会議室

12月22日 土 16：30～19：00 青少年交換学友主催クリスマス会 未定
2019年 １月10日 木 16：00～17：30 2019学年度米山奨学生第２次選考会 ガバナー事務所会議室

１月12日 土 ８：45～20：30 2019学年度米山奨学生第３次選考会 国際センター

１月26日 土 14：00～17：00 地区青少年交換プログラム
第６回オリエンテーション ガバナー事務所会議室

１月27日 日 インターアクトクラブリーダー研修会 愛知県青年の家（岡崎）
１月未定 第11回全国RYLA研究会 未定
２月３日 日 地区ローターアクトアジア第２ゾーン会議 未定

２月９日 土 10：00～12：00 地区青少年交換プログラム
第７回オリエンテーション ガバナー事務所会議室

２月９日 土 14：00～17：00 地区青少年交換プログラム
第２回三者懇談会 未定

２月未定 アジア第二ゾーン会議 −
３月16日 土 16：00～20：30 米山奨学期間終了者歓送会及び指導教員ヘの感謝の集い キャッスルプラザ

３月未定 第32回白馬RC主催8地区合同交換学生スキーの集い
（第８回オリエンテーションを兼ねる） 白馬東急ホテル

４月11日 木 14：00～17：30 2019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20日 土 14：00～17：00 地区青少年交換プログラム
第９回オリエンテーション ガバナー事務所会議室

４月21日 日 次年度のための地区ローターアクト研修協議会 未定

４月28日～４月29日 日～月 全国ローターアクト研修会
ローターアクト地区事業 第2700地区（福岡）

４月未定 地区RYLArian同窓会 未定
５月11日 土 13：00～16：00 第32回インターアクトクラブ海外派遣研修保護者説明会 愛知県青年の家（岡崎）
５月19日 日 ローターアクト地区年次大会 田原RAC

５月25日 土 11：00～16：00 地区青少年交換プログラム
第10回オリエンテーション 未定

５月26日 日 第36回財団学友会総会 未定

５月未定 第24回日本青少年交換研究会（全国会議）
（INBOUND研修旅行を兼ねる） 金沢＆大阪

６月１日
６月２日

土
日

９：00～22：00
６：00～16：00

第32回インターアクトクラブ海外派遣研修
第１回事前研修会 愛知県青年の家（岡崎）

６月13日 木 19：00～21：00 第３回プレスセミナー：次年度ガバナー挨拶 ガバナー事務所会議室

６月15日 土 14：00～17：00 地区青少年交換プログラム
第11回オリエンテーション ガバナー事務所会議室

７月20日 土 10：00～12：00 地区青少年交換プログラム
第12回オリエンテーション ガバナー事務所会議室

８月３日 土 10：00～12：00 地区青少年交換プログラム
第13回（最終）オリエンテーション ガバナー事務所会議室

未定 WFF国際支援事業 場所未定
未定 ネパールGG事業 ネパール
未定 第３回日本RYLAセミナー 未定
未定 国際RYLA･アジアパシフィックRYLA 未定

2018-19 地区便覧 地区ホームページ用

委員会主要行事日程表
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（埼玉南東）

2660
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（神奈川）
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第１ゾーン
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〈市町村数〉
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2680
（兵庫）

2620
（静岡・山梨）

2610
（石川・富山）

2650
（福井・京都・
　奈良・滋賀）

2740
（長崎・佐賀）

2720
（熊本・大分）

2730
（鹿児島・宮崎）

2690
（岡山・島根・鳥取）

2670
（愛媛・香川・高知・徳島）

2710
（広島・山口）

第2760地区
分区地図・日本ゾーン図
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クラブ名 加盟承認年月日 順

名古屋 1925年２月７日
1949年４月13日（再承認）

1

一宮 1949年12月31日 2
豊橋 1950年８月26日 3
半田 1951年６月６日 4
岡崎 1951年６月18日 5 ＊１

津島 1953年６月22日 6
名古屋西 1954年２月５日 7
刈谷 1954年３月30日 8
蒲郡 1954年４月22日 9
尾西 1955年12月17日 10 ＊２

名古屋南 1957年４月１日 11
豊橋北 1957年５月20日 12
安城 1958年２月６日 13
西尾 1958年６月13日 14
豊川 1959年３月12日 15
碧南 1959年４月８日 16
名古屋北 1959年６月17日 17
名古屋東 1959年６月30日 18
瀬戸 1959年９月11日 19
豊田 1961年１月24日 20
田原 1961年４月20日 21
犬山 1961年11月６日 22
西尾一色 1962年12月３日 23
一宮北 1963年６月30日 24
稲沢 1963年12月６日 25
名古屋守山 1964年５月７日 26
岡崎南 1964年11月12日 27
江南 1965年６月25日 28
豊橋南 1966年５月12日 29
名古屋みなと 1966年５月12日 30
常滑 1966年６月11日 31
新城 1967年５月24日 32
小牧 1968年２月１日 33 ＊３

高浜 1969年２月26日 34
名古屋東南 1969年３月12日 35
渥美 1969年４月26日 36
春日井 1969年５月１日 37
東海 1969年５月９日 38
東知多 1969年６月13日 39
あま 1969年６月23日 40
名古屋中 1969年10月13日 41
奥三河 1970年６月15日 42 ＊４

クラブ名 加盟承認年月日 順
豊田西 1970年９月１日 43
尾張旭 1971年２月11日 44
名古屋和合 1972年４月２日 45
岡崎東 1973年５月２日 46
名古屋空港 1974年８月31日 47
名古屋清須 1975年11月３日 48
名古屋名東 1978年６月30日 49
瀬戸北 1978年12月７日 50
岩倉 1979年５月18日 51
名古屋瑞穂 1980年１月21日 52
半田南 1980年２月25日 53
豊田東 1980年６月１日 54
名古屋名北 1981年３月26日 55
名古屋千種 1982年８月24日 56
尾張中央 1984年１月30日 57
名古屋大須 1985年２月12日 58
豊川宝飯 1986年１月21日 59
名古屋城北 1986年３月24日 60
知多 1988年１月８日 61
豊橋ゴールデン 1988年11月17日 62
岡崎城南 1989年３月22日 63
名古屋栄 1990年５月１日 64
豊田三好 1990年６月19日 65
田原パシフィック 1990年８月20日 66
一宮中央 1990年11月16日 67
知立 1991年２月１日 68
名古屋名南 1991年３月８日 69
名古屋名駅 1991年４月17日 70
西尾KIRARA 1991年７月26日 71
名古屋昭和 1992年５月29日 72
名古屋丸の内 1995年３月28日 73
豊橋東 1996年２月６日 74
名古屋錦 1996年４月23日 75
名古屋東山 1996年10月10日 76
三河安城 2000年１月５日 77
豊田中 2000年３月８日 78
愛知長久手 2002年６月28日 79
大府 2003年４月23日 80
名古屋葵 2005年６月８日 81
中部名古屋みらい 2009年５月13日 82 ＊５

名古屋アイリス 2013年６月18日 83
愛知ロータリーＥクラブ 2014年５月21日 84 ＊６

名古屋宮の杜 2016年12月５日 85
愛知三州 2018年２月９日 86＊１ 岡崎ＲＣのスポンサー：豊橋ＲＣ（メイン）及び名古屋ＲＣ

＊２ 尾西ＲＣのスポンサー：一宮ＲＣ（メイン）及び名古屋ＲＣ
＊３ 小牧ＲＣのスポンサー：犬山ＲＣ（メイン）及び名古屋守山ＲＣ
＊４ 2015年６月30日終結

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0
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設立年代

＊５ 中部名古屋みらいＲＣのスポンサー：豊田ＲＣ Coスポンサー：岐阜西ＲＣ（第2630地区）
＊６ 愛知ロータリーＥクラブのスポンサー：江南ＲＣ（メイン）及び西尾ＲＣ、瀬戸北ＲＣ

2018-19 地区便覧 地区ホームページ用

ロータリークラブ設立年表
第2760地区
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日程 曜日 クラブ名 周年記念式典・事業 場所
2018年７月14日 土 稲沢ＲＣ 創立55周年記念式典 ホテルナゴヤキャッスル
2018年10月９日 火 名古屋東ＲＣ 創立60周年記念式典 ホテルナゴヤキャッスル
2018年10月13日 土 瀬戸北ＲＣ 創立40周年記念式典 ホテルナゴヤキャッスル
2018年11月25日 日 豊橋ゴールデンＲＣ 創立30周年記念式典 ロワジールホテル豊橋
2018年12月５日 水 尾張中央ＲＣ 創立35周年記念式典 名鉄グランドホテル
2019年２月３日 日 刈谷ＲＣ 創立65周年記念事業 刈谷市総合文化センター
2019年２月９日 土 高浜ＲＣ 創立50周年記念式典 衣浦グランドホテル
2019年２月10日 日 豊川ＲＣ 創立60周年記念式典 豊川閣妙厳寺（豊川稲荷）
2019年２月12日 火 豊川ＲＣ 創立60周年記念ゴルフ大会 東海カントリークラブ
2019年２月16日 土 三河安城ＲＣ 創立20周年記念式典 ホテルグランドティアラ安城
2019年３月６日 水 名古屋東南ＲＣ 創立50周年記念式典 名古屋マリオットアソシアホテル
2019年３月26日 火 岡崎城南ＲＣ 創立30周年記念式典 岡崎ニューグランドホテル
2019年４月６日 土 碧南ＲＣ 創立60周年記念式典 衣浦グランドホテル
2019年４月６日 土 春日井ＲＣ 創立50周年記念式典 ホテルプラザ勝川
2019年４月７日 日 渥美ＲＣ 創立50周年記念式典 ホテル伊良湖シーパーク＆スパ
2019年４月27日 土 あまＲＣ 創立50周年記念式典 名鉄グランドホテル
2019年５月11日 土 東海ＲＣ 創立50周年記念式典 名古屋マリオットアソシアホテル
2019年５月11日 土 愛知ロータリーＥクラブ 創立５周年記念事業 キャッスルプラザ
2019年５月12日 日 愛知ロータリーＥクラブ 創立５周年記念式典 キャッスルプラザ
2019年５月14日 火 岡崎南ＲＣ 創立55周年記念式典 岡崎ニューグランドホテル
2019年５月17日 金 名古屋北ＲＣ 創立60周年記念式典 名古屋東急ホテル
2019年５月18日 土 岩倉ＲＣ 創立40周年記念式典 名鉄犬山ホテル
2019年５月22日 水 名古屋守山ＲＣ 創立55周年記念式典 名古屋マリオットアソシアホテル
2019年６月９日 日 東知多ＲＣ 創立50周年記念式典 ル・グランジュール
2019年６月15日 土 中部名古屋みらいＲＣ 創立10周年記念式典 未定

2018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／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

ロータリー学友参加推進週間（10月７日を含む１週間）
10月24日 世界ポリオデー

世界インターアクト週間（11月５日を含む１週間）
11月 ロータリー財団月間
12月 疾病予防と治療月間

2019年 １月 職業奉仕月間
１月27日 ポール・ハリス命日
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／世界理解と平和の日
２月23日～３月１日 世界理解と平和週間
３月 水と衛生月間

世界ローターアクト週間（３月13日を含む１週間）
４月 母子の健康月間
５月 青少年奉仕月間
６月 ロータリー親睦活動月間

第2760地区
式典及び記念事業

ロータリー特別月間・週間・日
第2760地区
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◎一宮RC　　　
　名古屋清須RC名古屋南RC

◎名古屋名駅RC　
　名古屋丸の内RC

◎名古屋栄RC★　
　名古屋名南RC★

月

８月

2018年
火 水 木 金 土 日

13

20

27
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21

28

15

22

29

16

23

30

17

24

31

18

25

19

26◎尾西RC　
　一宮北RC

豊田三好RC★

◎常滑RC　
　知多RC　

◎尾張旭RC　
江南RC　

◎春日井RC
　犬山RC　

名古屋西RC

◎岡崎東RC　
　豊田西RC　

◎渥美RC　
　豊橋南RC

中部名古屋みらいRC★
◎知立RC　
　西尾RC　

◎名古屋千種RC
　名古屋守山RC

月

9月

火 水 木 金 土 日

3

10

17

24

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

名古屋中RC

◎名古屋空港RC
岩倉RC　　

◎安城RC　　　　
　西尾KIRARA RC

◎津島RC　
　あまRC　

◎新城RC　
　豊橋北RC

秋分の日敬老の日

振替休日

名古屋宮の杜RC

◎名古屋東南RC
　名古屋大須RC

半田RC

◎田原RC　
　豊橋東RC

◎豊川RC　
蒲郡RC

一宮中央RC★◎豊田中RC★　
　岡崎城南RC★

愛知三州RC★

田原パシフィックRC★

◎豊田東RC
岡崎RC

◎名古屋アイリスRC
　名古屋名北RC　

名古屋和合RC

◎高浜RC　
碧南RC

名古屋RC

◎瀬戸北RC　　
　愛知長久手RC

月

10月

火 水 木 金 土 日
3

10

17

24

31

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

◎半田南RC　
　東知多RC　

◎東海RC　
大府RC

第6回WFF
第2日目

第6回WFF
第1日目

◎西尾一色RC
　三河安城RC

◎名古屋みなとRC
名古屋瑞穂RC

◎豊川宝飯RC　　
　豊橋ゴールデンRC

◎尾張中央RC
稲沢RC　

◎岡崎南RC
　豊田RC　

◎名古屋名東RC
　名古屋錦RC　

◎名古屋東山RC
　名古屋昭和RC 名古屋北RC

名古屋葵RC★

名古屋東RC

刈谷RC ◎名古屋城北RC　
　愛知ロータリーEクラブ

◎小牧RC　
瀬戸RC

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

体育の日

月

11月

火 水 木 金 土 日
1 2 3 4豊橋RC

文化の日

南尾張分区
西尾張分区
東尾張分区

★：夜間例会 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
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月

10月

火 水 木 金 土 日
3

10

17

24

31

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28
第6回WFF

第2日目
第6回WFF

第1日目

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

体育の日

南尾張分区
西尾張分区
東尾張分区

★：夜間例会 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

８月

2018年

火 水 木 金 土 日

6

13

20

27

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

4

11

18

25

5

12

19

26

豊橋南RC
豊田西RC

豊田三好RC★

名古屋空港RC
名古屋中RC

あまRC

瀬戸北RC
豊田中RC★

愛知長久手RC

一宮中央RC★
豊川RC

豊田東RC
碧南RC

尾張中央RC
名古屋東南RC

名古屋アイリスRC
岡崎RC

名古屋大須RC

津島RC
蒲郡RC
安城RC

岩倉RC
名古屋千種RC
岡崎城南RC★

西尾RC

常滑RC
一宮北RC
尾張旭RC

名古屋西RC
名古屋宮の杜RC

中部名古屋みらいRC★

春日井RC
西尾KIRARA RC

岡崎東RC名古屋守山RC
渥美RC
知立RC

月

9月

火 水 木 金 土 日

3

10

17

24

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

名古屋東RC
刈谷RC

名古屋昭和RC

名古屋栄RC★

半田南RC
名古屋城北RC

名古屋名南RC★
豊川宝飯RC

名古屋東山RC

愛知三州RC★

名古屋丸の内RC
豊橋RC

名古屋北RC

豊橋ゴールデンRC名古屋南RC

名古屋名駅RC

大府RC
新城RC

名古屋みなとRC 秋分の日敬老の日

振替休日

名古屋名北RC

稲沢RC
瀬戸RC

名古屋和合RC
豊橋東RC

東海RC

小牧RC
三河安城RC

名古屋名東RC
高浜RC

名古屋清須RC
名古屋RC
豊橋北RC

田原パシフィックRC★

岡崎南RC

名古屋錦RC

月

7月

2018年
火 水 木 金 土 日

23

30

24

31

25 26 27 28 29

知多RC
尾西RC

犬山RC

江南RC

山の日

半田RC
名古屋葵RC★

一宮RC
田原RC
豊田RC

名古屋瑞穂RC

東知多RC
西尾一色RC

愛知ロータリーEクラブ

※愛知長久手RCのガバナー補佐訪問日程は便覧記載の日程から変更になっております。
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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 𠮷村𠮷一郎 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　鈶

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 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

2018-19 地区便覧 地区ホームページ用
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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 水野𠮷𠮷 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 西尾一色
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 横山明巳 西村利夫 鈴木文勝 宮崎　薫 本多　満 大須賀憲太 柴田芳孝 大髙敏睦

名古屋名駅 名古屋名駅 大府 尾張中央 小牧 名古屋東南 名古屋東 豊橋ゴールデン 岡崎 西尾KIRARA
2018-19 村井總一郎 佐々木利政

豊橋 豊橋
2019-20 伊藤靖祐 南村朋幸

江南 江南

熊澤　岌
東知多

和田典之
名古屋清須

加藤久仁明
春日井

渡邉一平
名古屋中

長瀬輝代之
名古屋守山

尾原　脩
田原パシフィック

鈴木正輝
豊田三好

寺部保美
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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2018-19 地区便覧 地区ホームページ用

第2760地区
地区大会開催状況

年度 開催年月日 ホストクラブ 会場 ガバナー 実行委員長

名古屋みなと 加納　泉 鈴木  忠源

 瀬戸 神戸  政治 加藤  政良

岡崎南 宮地  信尚 岡田  一秀

 名古屋守山 蜂谷  弘道 矢島　茂

  東海 石川  和昌 服部  義則

 稲沢 松本　宏 木村  章二

  田原 犬飼  栄輝 広中  康男

  名古屋東南 内藤  明人 各務  芳樹

 犬山 野村  重彦 平林  米司

 名古屋和合 福田  清成 安井  信之

  碧南 太田  賢太郎 山中  寛三

 半田南 岡部  快圓 清水  良三

  尾西 豊島  德三 都倉  吾一

  豊橋南 大島  宏彦 柴田　茂

  豊田西 髙橋  治朗 中根  鍵治

  名古屋中 斎藤  直美 一柳　鎨

  江南 江崎  柳節 伊藤 鶴

  名古屋名東 片山  主水 中込  清周

  豊橋 大澤  輝秀 神野  紀郎

  あま 田嶋  好博 黒野  晃太郎

  名古屋瑞穂 松前  憲典 髙村  博三

 安城 千田　毅 沓名  俊裕

  名古屋昭和 田中  正規 細野  恭弘

  半田 近藤  雄亮 杉浦  三郎

  岡崎東 加藤  陽一 市川  幾雄

 小牧 服部  良男 舩橋  茂行

  名古屋大須 神野  重行 尾上　昇

 蒲郡

名古屋国際会議場

瀬戸市体育館

岡崎市総合体育館

ホテルナゴヤキャッスル

東海市民体育館

稲沢市民会館

飛鳥船上

名古屋国際会議場

名鉄犬山ホテル、犬山市民文化会館

ウェスティンナゴヤキャッスル

碧南市臨海体育館

ウェスティンナゴヤキャッスル

ウェスティンナゴヤキャッスル

ホテルアソシア豊橋、アイプラザ豊橋

ホテルフォレスタ、豊田スタジアム

ウェスティンナゴヤキャッスル

名鉄犬山ホテル、パークアリーナ小牧

ウェスティンナゴヤキャッスル

名豊ビル、ホテルアークリッシュ豊橋
豊橋市総合体育館

ウェスティンナゴヤキャッスル

ウェスティンナゴヤキャッスル

ウェスティンナゴヤキャッスル

ウェスティンナゴヤキャッスル

半田市福祉文化会館、
ウェスティンナゴヤキャッスル

ウェスティンナゴヤキャッスル

ウェスティンナゴヤキャッスル

ウェスティンナゴヤキャッスル

ホテルナゴヤキャッスル

蒲郡市民会館、蒲郡クラシックホテル 村井  總一郎 鈴木  康仁

名古屋清須 江川 泰彦 

担当分区

西名古屋

東尾張

西三河中

東名古屋

南尾張

西尾張

東三河

西名古屋

東尾張

東名古屋

西三河

南尾張

西尾張

東三河

西三河中

西名古屋

東尾張

東名古屋

東三河

西尾張

西名古屋

西三河

東名古屋

南尾張

西三河中

東尾張

西名古屋

東三河

西尾張

東三河

伊藤  靖祐

’92.  6.  6～  7

’92. 11. 22～24

’93.  11.  6～  8

’94. 10. 29～30

’95. 11. 11～12

’96. 10. 12～14

’97. 11.  8～ 10

’98. 11. 21～23

’99. 10. 16～18

’00.11.18～20

’01. 11. 17～19

’02. 11. 16～18

’03. 11.  8～  9

’04. 11. 13～14

’05. 10. 22～23

’06. 11. 18～19

’07. 11. 17～18

’08. 11. 15～16

’09. 11.  7～  8

’10. 11. 20～21

’11. 11. 19～20

’12. 10. 27～28

’13. 11. 23～24

’15.  2. 21～22

’15. 10. 31～11. 1

’16. 11.  5～  6

’17. 11. 18～19

’18. 11. 10～11

’19. 11.  9～10

1991－92

1992－93

1993－94

1994－95

1995－96

1996－97

1997－98

1998－99

1999－00

2000－01

2001－02

2002－03

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

2016－17

2017－18

2018－19

2019－20
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第2760地区
地区研修・協議会（旧地区協議会）開催状況

開催年月日 担当分区 会場 ガバナー ガバナーエレクト

西尾張 ホテルナゴヤキャッスル 加納　泉 神戸  政治

東三河 ホリディ・イン豊橋 神戸  政治 宮地  信尚

南尾張 常滑市民文化会館 宮地  信尚 蜂谷  弘道

西名古屋 ホテルナゴヤキャッスル 蜂谷  弘道 石川  和昌

東尾張 小牧市民会館 石川  和昌 松本　宏

東名古屋 ホテルナゴヤキャッスル 松本　宏 犬飼  栄輝

西三河中 豊田市民文化会館 犬飼  栄輝 内藤  明人

西名古屋 名古屋国際会議場 内藤  明人 野村  重彦

西尾張 ウェスティンナゴヤキャッスル 野村  重彦 福田  清成

南尾張 名古屋国際会議場 福田  清成 太田  賢太郎

西名古屋 名古屋国際会議場 太田  賢太郎 岡部  快圓

東三河 ホテル日航豊橋 岡部  快圓 豊島  德三

東尾張 ウェスティンナゴヤキャッスル 豊島  德三 大島  宏彦

西三河 ウェスティンナゴヤキャッスル 大島  宏彦 髙橋  治朗

東名古屋 ウェスティンナゴヤキャッスル 髙橋  治朗 斎藤  直美

西三河中 ウェスティンナゴヤキャッスル 斎藤  直美 江崎  柳節

西尾張 ウェスティンナゴヤキャッスル 江崎  柳節 片山  主水

西名古屋 名古屋国際会議場 片山  主水 大澤  輝秀

東三河 ホテル日航豊橋 大澤  輝秀 田嶋  好博

南尾張 ウェスティンナゴヤキャッスル 田嶋  好博 松前  憲典

東名古屋 ウェスティンナゴヤキャッスル 松前  憲典 千田　毅

西三河 ウェスティンナゴヤキャッスル 千田　毅 田中  正規

東尾張 ウェスティンナゴヤキャッスル 田中  正規 近藤  雄亮

西名古屋 ウェスティンナゴヤキャッスル 近藤  雄亮 加藤  陽一

西三河中 ウェスティンナゴヤキャッスル 加藤  陽一 服部  良男

西尾張 ウェスティンナゴヤキャッスル 服部  良男 神野  重行

東名古屋 ホテルナゴヤキャッスル

ホテルナゴヤキャッスル

神野  重行

伊藤 靖祐

村井  總一郎

年度

東三河

南尾張

村井  總一郎 伊藤  靖祐

岡部　　

※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。

ホストクラブ

尾西

豊橋北

常滑

名古屋東南

小牧

名古屋名東

豊田西

名古屋中

名古屋清須

東知多

名古屋瑞穂

豊橋ゴールデン

春日井

西尾

名古屋名北

豊田東

一宮

名古屋名駅

豊橋北

知多

名古屋千種

一色

尾張旭

名古屋大須

岡崎城南

一宮北

名古屋昭和

豊川宝飯

’92. 5. 8～9

’93. 5. 7～8

’94. 5. 7～8

’95.  5. 20 

’96.  5. 12

’97.  5. 24

’98.  5. 23

’99.  5.  8

’00.  4. 15 

’01.  4. 14

’02.  4. 13

’03.  4. 27

’04.  4. 18

’05.  5.  8

’06.  4. 16

’07.  5.  6

’08.  4. 13

’09.  4. 19

’10.  4. 18

’11.  4. 16

’12.  4. 15

’13.  4. 14

’14.  4.  3

’15.  5. 10

’16.  4. 24

’17.  4. 22

’18.  4. 15

’19.  4. 14

1991－92

1992－93

1993－94

1994－95

1995－96

1996－97

1997－98

1998－99

1999－00

2000－01

2001－02

2002－03

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

2016－17

2017－18

2018－19

2019－20

372018-19 Rotary International District 2760



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 21

14
25
25
7
19
39
34
72

54

46
39
29
66
41
45
14
590

〒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 〒471-8525 豊田市栄生町2-1
豊橋商業高等学校 豊橋 1965.10.16 〒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 〒444-0942 岡崎市中園町川成98
名古屋 名古屋 1968.６.15 〒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 〒444-0071 岡崎市稲熊町3-110
安城学園高等学校 安城 1977.４.１ 〒446-8635 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 〒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 〒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 〒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 〒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 〒466-0013 名古屋市昭和区緑町1-7
誉高等学校 小牧 1998.11.22 〒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 〒487-8501 春日井市松本町1105
愛知啓成高等学校 稲沢 2009.５.20 〒492-8218 稲沢市西町1-1-41
津島東高等学校 津島 2014.９.26 〒492-0006 津島市蛭間町字弁日1
瑞陵高等学校 名古屋瑞穂 2015.５.14 〒467-0811 名古屋市瑞穂区北原町2-1
17 IAC 30 RC

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 15 〒444-0863 岡崎市東明大寺町16-2 明和荘２ 102号

岡崎ロータリークラブ内

豊橋 豊橋（協力RC 注１） 1975.３.６ 12 〒440-0075 豊橋市花田町石塚42-1 豊橋商工会議所内
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・尾西・
一宮北 1975.６.５ 14 〒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・
名古屋名駅（協力RC 注３） 1976.２.６ 15 〒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 2 〒483-8205 江南市古知野町小金112 江南商工会館別館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 22 〒460-8608 名古屋市中区錦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 14 〒460-0008
名古屋市中区栄4-6-15 
フォーティーンヒルズセンタービル604号室
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 2007.６.24 9 〒471-0027

豊田市喜多町2-160
ホテルトヨタキャッスル801号室
豊田ロータリークラブ内

9 RAC 40 RC 121

（提唱RC ＊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。2018年度の主管は名古屋北RC、副主管は名古屋東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 

2018年2月28日現在

2018年2月28日現在

2018-19 地区便覧 地区ホームページ用

第2760地区

第2760地区

インターアクトクラブ・IAC（Interact Clubs）

ローターアクトクラブ・RAC（Rotaract Clubs）
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回数 開催期日 テーマ 開催場所

15 2007
3/24・25 「将来の日本」 愛知県労働者

研修センター

16 2008
2/23・24

「自立」
－守・破・離－

愛知県労働者
研修センター

17 2008
11/8・9

「絆」
家族とは、友人とは

愛知県岡崎
青年の家

18 2009
11/14・15 礼節 愛知県岡崎

青年の家

19 2011
2/26・27 夢をかたちに 愛知県岡崎

青年の家

20 2012
2/25・26

幸運は天から
降ってはこない

愛知県岡崎
青年の家

21 2013
2/23・24 平和 伊良湖

シーパーク＆スパ

22 2014
3/22・23 輝いて生きよう 愛知県美浜

少年自然の家

23 2015
3/21・22

思いやりの心を
育もう

愛知県美浜
少年自然の家

24 2016
3/26・27

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

25 2017
3/25・26

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

26 2018
3/24・25

ロータリーの寛容と

心をつなげよう
～共生と思いやり～

リーダーシップ
全トヨタ労連
研修センターつどいの丘（予定）

27

28

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

22
952
120
12
53
15
30
11
10
10
13
24
10
10
17
70
10

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
3
4

名古屋守山RCC 名古屋守山 1996.11.７ 民間ボランティア

5
安城少年野球サークルRCC 安城 1997.10.17 「青少年」健全育成

6
7

長瀬楽人会RCC 岡崎東 2002.２.12 伝承

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

9

子ども歌舞伎RCC 豊田西 2007.３.12 伝承

10

名古屋東山RCC 名古屋東山 2010.10.９ 環境保全

11

岡崎大門交通安全RCC 岡崎城南 2012.10.30 交通安全

12

さくらんぼ育成会RCC 瀬戸 2013.７.１ 伝承と健全育成

13

安城市私立幼稚園RCC 三河安城 2013.12.18 園児の健全育成

14

愛ポート’05 RCC 岡崎南 2014.２.12 障がい者支援

15

OKUDA弁慶号RCC 名古屋宮の杜 2017.２.16 「青少年」健全育成・文化

16

NGUラブリッジ名古屋RCC

リニモ沿線合同大学祭実行委員会RCC

名古屋宮の杜 2017.２.28 スポーツ

17

名古屋宮の杜 2017.３.７ 教育・地域振興

18

わっしょい太鼓祭実行委員会 名古屋宮の杜 2017.３.９ 文化・伝承
あいち子ども食堂ネットワークRCC 名古屋名東 2017.８.３ 子どもの貧困対策
豊田軟式少年野球RCC 豊田東 2017.９.１ 「青少年」健全育成

2018年2月28日現在

2018年2月28日現在

回数 開催期日 地区RYLA
委員長 テーマ 開催場所

1 1993
3/14

北秀之
（春日井） 歴史に学ぶ 岡崎信用金庫

本店大樹寺

2 1994
3/19・20

北秀之
（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

3 1995
3/18・19

岡戸麻一
（東知多） 友達になろう 愛知県美浜

少年自然の家

4 1996
3/16・17

岡部快圓 自然に学ぼう 愛知県青少年
公園

5 1997
3/15・16

野村重彦
（刈谷） 救え・地球を 愛知県青少年

公園

6 1998
4/4・5

石田喜運 新世紀と国際交流 ホリディ・イン
クラウンプラザ豊橋

7 1999
3/13・14

林正彦
（尾西）

今、子供たちが
危ない

愛知県美浜少年
自然の家

8 2000
3/25・26

中山信夫 地域社会とわたし 愛知県美浜少年
自然の家

9 2001
3/17・18

加藤鈴幸
（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

10 2002
3/23・24

横山邦晴
（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

11 2003
5/17・18

松井善則
（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

12 2004
5/15・16

金子利夫
（知立）

青春の声を
聞かせましょう！ 知立文化会館

13 2004
11/27・28

岩瀬淳一郎
（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

14 2006
3/25・26

早川佳教
（知多） 「夢」 愛知県美浜

少年自然の家

南尾張

東三河

西尾張

西三河

東名古屋

西名古屋

西三河中

東尾張

【RYLA セミナー：ホストクラブの奨励事項】
■左記の順番で、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。

担当分区
（ホストクラブ）

西三河中
（岡崎東）

東尾張
（春日井）

南尾張
（東知多）
西名古屋

西三河
（刈谷）
東三河

西尾張
（尾西）
東名古屋

西三河中
（豊田西）

東尾張
（尾張旭）
西名古屋

西三河
（知立）
東三河

（豊川）
南尾張

（知多）

（豊橋ゴールデン）（豊橋ゴールデン）

（名古屋大須）（名古屋大須）

（名古屋瑞穂）

名古屋千種 名古屋千種

地区RYLA
委員長

熊澤勝則
（尾張中央）
坂田憲治

（名古屋東山）
牧野正高

（岡崎城南）
犬束俊彦
（小牧）
犬束俊彦
（小牧）
谷山芳和

（豊田西）
谷山芳和

（豊田西）
谷山芳和

（豊田西）
谷山芳和

（豊田西）
竹内幹尚
（豊川）
竹内幹尚
（豊川）
竹内幹尚
（豊川）

2018
11/23～25

豊田市
福祉センター

金山明史
（豊田西）

担当分区
（ホストクラブ）

西尾張
（尾張中央）
東名古屋

（名古屋東山）
西三河中

（岡崎城南）
東尾張

（小牧）
西名古屋

（名古屋中）
西三河

（三河安城）
東三河

（田原）
南尾張

（常滑）
西尾張

（一宮）
東名古屋

（名古屋北）
西三河中
（豊田）
東尾張

（瀬戸）

RYLA委員会

西名古屋

第2760地区

第2760地区

地区RYLA セミナー開催状況

ロータリー地域社会共同隊・RCC（Rotary Community Corps）
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前年度繰越金
地区資金前期
地区資金後期
雑収入

計
地区大会協力金

地区事業費

計
合　　計

科　　　目

2018-19年度予算案
4,775 人（2017年７月１日現在会員数） 4,750人

予　算予　算 備　考

2017-18年度予算案収入の部

《一般（総合）会計の部》

一
般
資
金

特
別
資
金

注１
5,800円×4,775人　注2（Ａ）
5,700円×4,775人　注2（Ａ）

4,100円×4,775人　注3
前期：2,700円×4,775人
後期：2,800円×4,775人 注3（Ｂ）

12,000,000
27,550,000
27,075,000

20,000
66,645,000

45,600,000

45,600,000
112,245,000

9,000,000
27,695,000
27,217,500

20,000
63,932,500
19,577,500

26,262,500

45,840,000
109,772,500

国際ロータリー行事費
ガバナーエレクト国際協議会出席補助金
RI規定審議会出席補助金
地区事業・行事費
地区大会協力金
地区事業費
地区研修・協議会
ＩＭ費
地区チーム研修セミナー（ガバナー補佐研修を含む）
会長エレクト研修セミナー
ロータリー財団セミナー
会員増強セミナー
地区審議会（指導者育成セミナー含む）
ガバナー事業費
地区運営費
ガバナー会議等出席補助金
ガバナー会運営協力金
ロータリー文庫運営協力金
ガバナー事務所運営費
ガバナーエレクト事務所補助金
ガバナー月信等協力金
地区会計費
地区幹事費
ガバナー補佐費（分区運営費含む）
特別代表活動補助費
新クラブ設立補助費
地区委員会費
地区諮問委員会
地区指名委員会
立法案審議委員会
危機管理委員会
会員増強委員会
拡大委員会
研修委員会
公共イメージ向上委員会
職業奉仕委員会
社会奉仕委員会
国際奉仕委員会
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

ロータリー財団監査委員会
ロータリー財団委員会

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

学友委員会
米山記念奨学委員会
WFF実行委員会
地区10年史編纂委員会
特別活動事業・行事費（その他）
雑費
次年度繰越金

合　　計

科　　　目
2018-19年度予算案

予　算予　算 備　考
2017-18年度予算案支出の部

注4

特別会計振替
特別会計振替

注5

3,500円×300人　※新設

215円×4,775人
300円×4,775人

注6及び注7
新クラブ設立1クラブ
新クラブ設立1クラブ

1,300,000
1,000,000

300,000
49,900,000

45,600,000
1,000,000
1,600,000

500,000
600,000
200,000
200,000
200,000

41,606,250
1,800,000
1,021,250
1,425,000

19,000,000
5,000,000
8,500,000

100,000
300,000

3,160,000
600,000
700,000

9,190,000
800,000
50,000

250,000
150,000
200,000
50,000

250,000
1,600,000

250,000
700,000
500,000

1,470,000

50,000
1,370,000

50,000
850,000
400,000
200,000
800,000
348,750

9,100,000
112,245,000

1,300,000
1,000,000

300,000
51,190,000
19,577,500
26,262,500
1,000,000
1,600,000

500,000
600,000
200,000

0
400,000

1,050,000
44,099,125
1,800,000
1,026,625
1,432,500

19,000,000
8,000,000
8,500,000

100,000
400,000

3,190,000
300,000
350,000

8,940,000
800,000
50,000

100,000
150,000
200,000
50,000

250,000
1,600,000

250,000
700,000
500,000

1,470,000

50,000
1,370,000

50,000
850,000
400,000
100,000
800,000
423,375

3,050,000
109,772,500

インターアクト・ローターアクト
RYLA・青少年交換委員会含む

全ての委員会を含む

インターアクト・ローターアクト
RYLA・青少年交換委員会含む

全ての委員会を含む

2018-19 地区便覧 地区ホームページ用

2018-19年度 地区資金予算書
第2760地区
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１．ＲＩ規定審議会補助金積立金

２．特別事業基金

３．危機管理基金

2018-19年度　4,775人で算出

事業・行事費

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4,775人、後期4,775人としました。
注３ 地区大会協力金（4,100円）＋地区事業費（5,500円）＝9,600円
 （内訳）
 地区大会協力金　4,100円
 地区事業費　5,500円（Ｂ）
 　　：青少年交換2,000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
 　　　＋RIJYEC200円＋青少年奉仕グループ地区内保険料100円＋国際奉仕事業100円
 ・地区大会協力金は青少年奉仕グループ地区内保険料（100円）の新設に伴い、4,200円から4,100円へ変更しております。
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。８分区開催
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（地区内85クラブ）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。
※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＋地区大会協力金=21,100円
 ・年度期末繰越金により特別事業基金へ次年度基金増額繰入に考慮

繰越金
地区大会協力金
地区事業費
特別活動事業・行事費（その他）
特別事業費繰越金（地区10年史編纂発行）

合　　　計
地区大会協力金

地区事業費
青少年交換事業資金
青少年活動事業資金
ポリオプラス活動支援金
職業研修チーム（ＶＴＴ）協力金
RIJYEC協力金
青少年奉仕グループ地区内保険料
国際奉仕事業資金
地区大会補助金
特別活動事業費
特別活動事業・行事費（その他）
地区10年史編纂発行
次期繰越金（予備費）

合　　　計

2018-19年度予算案
予　算予　算 備　考

2017-18年度予算案
《特別会計の部》

収

　入

支

　出

4,100円×4,775人
5,500円×4,775人（Ｂ）

4,100円×4,775人

2,000円×4,775人
2,400円×4,775人
300円×4,775人
400円×4,775人
200円×4,775人
100円×4,775人　※新設
100円×4,775人

0

45,600,000
800,000

3,000,000
49,400,000

45,600,000
9,500,000

11,400,000
1,425,000
1,900,000

950,000

475,000
19,950,000
3,800,000

800,000
3,000,000

49,400,000

0
19,577,500
26,262,500

800,000
3,000,000

49,640,000
19,577,500
19,577,500
26,262,500
9,550,000

11,460,000
1,432,500
1,910,000

955,000
477,500
477,500

0
3,800,000

800,000
3,000,000

49,640,000

積立金

前年度積立金
繰入金

合　　　　計
活動費
次年度積立金

合　　　　計

繰越金
積立金

合　　　　計
次年度基金
特別活動事業費繰入金1：10年史編纂発行費
危機管理基金設立

合　　　　計

繰越金
特別事業基金取崩繰入金2

合　　　　計
次年度基金

合　　　　計

2018-19年度予算案
予　算予　算 備　考

予　算予　算 備　考

予　算予　算 備　考

2017-18年度予算案

収
入

支
出

収
入

支
出

収
入

支
出

300,000
300,000
600,000

0
600,000
600,000

10,000,000
0

10,000,000
4,000,000
3,000,000
3,000,000

10,000,000

0
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000

600,000
300,000
900,000
900,000

0
900,000

4,000,000
0

4,000,000
4,000,000

0
0

4,000,000

3,000,000

3,000,000
3,000,000
3,000,000

2018-19年度 地区資金予算書
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国際ロータリー第2760地区
2018-19年度

2018-19年度  地 区便 覧

第2760地区

国際ロータリー第2760地区
ガバナー　村 井 總一郎
〒460-0003
名古屋市中区錦二丁目15番15号 豊島ビル３階
TEL：052-203-2760　FAX：052-201-1670
E-mail：governor18-19@rotary2760.org
ホームページ：http://www.rotary2760.org
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2018－19年度 国際ロータリーのテーマ
RI会長  バリー・ラシン


