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国際ロータリー 第2760地区
ロータリークラブ会員の皆様へ

皆さんこんにちは、2018－19年度のガバナーを務めます村井總一郎（豊橋ロータ

リークラブ）です。これから１年間このガバナー月信を通じて、コミュニケー

ションをとってゆきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

ガバナー月信は文字通りガバナーから発信するもので、地区内のクラブ会長と幹

事それぞれに対して月信を発行するよう義務付けられています。ガバナー月信に

は、地区協議会、地区大会、国際大会、特筆すべき地区内クラブの功績、などの

情報を含めることや、ＲＩ地区表彰プログラムを推進することも伝えるように奨

励されていますが、読者は大変少なく活用されていないのが現状です。

今年度は速報性を重視し、在来の財団ニュースやコーディネーターニュース、出

席報告など定例発信のもののほか、ガバナー訪問報告、各委員会報告、各クラブ

の事業報告、ロータリー特別月間のご案内などもWEBサイト（地区ホームペー

ジ）で、その都度NEW情報としてご案内いたします。

また月信でも月内の主な更新項目を一覧でお伝えしてゆきたいと考えています。

今月号は印刷物として、後半に地区便覧の抜粋を付けてお届けしますが、次月号

からの月信はWEBサイト（ガバナーズウエブサイト）にて、報告書的な側面よ

りもガバナーの感じたことをお伝えする、気楽に読める情報発信ツールにしてま

いりたいと思っています。ご登録いただいた皆さんには、今まで通り定期的に

メールマガジンの配信も行っておりますので是非ご登録ください。

ガバナーのインスピレーションが伝わり、皆様のインスピレーションになる、

そんな月信を目指してゆきますので、よろしくご愛読のほどお願いいたします。

The letter
from

Governor
ガバナー便り

この銘板はシカゴロータリークラブ創立100周年の記念に
エバンストンの歩道に飾られたものです。

その場所はポール・ハリスとその仲間４人が最初に集まった事務所の跡地付近です。
よく見ると１行目にSERVICE ABOVE SELF（超我の奉仕）、

２行目にHE PROFITS MOST WHO SERVES BEST（最もよく奉仕するもの最も多く報われる）
と書かれています。

from
Rotary International District 2760

2018 - 19 Governor

国際ロータリー第2760地区　2018-19年度ガバナー
豊橋ロータリークラブ所属

表紙の
  おはなし

写真中の銘板

エバンストンはアメリカ
合衆国イリノイ州シカゴ
市の北に位置する街です。

青年弁護士ポール・ハリスが1905年2月23日に、
様々な分野の職業人が集まって知恵を寄せ合い、
生涯の友を作ろうとロータリークラブを創立した
街です。

2017年６月撮影

エバンストンの街で

地区ホームページURL：https://www.rotary2760.org/g18-19/
ガバナーズウエブサイトは、ホームページメニューから「ガバナーズウエブサイト」をクリックして下さい。
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「ホームページ（HP）」と「ガバナー月信」
リニューアルのお知らせ「進化するロータリーを」

「 謝   意 」

神 野 重 行2017-18年度ガバナー

2018-19年度、HPと月信が変わります。

第2760地区の様々な活動を、

できる限り早くアップロードします。

ガバナー月信は村井ガバナーからの

「手紙」を主体としたコンテンツをお届けします。

ガバナーズウエブサイトもスタート！

2018－19年度ガバナー月信７月号発行に寄せて
地区幹事　佐々木利政

なんとかガバナー月信７月号を皆様のお手元に届けることが
できました。
月信担当のスタッフが、公共イメージ向上委員会の皆様にも
ご協力頂き、村井ガバナーの厳しい（？）意見や、少しでも
進化させたいという意向に沿える様、幾度となくアイデアを
練り直した結果、7月号として発行することができました。
今後は、皆様から頂いた情報も含めて、地区からタイムリー
に発信していくことで、会員の皆様にとってより有益な情報
源となるようにしていきたいと考えております。
「ガバナー便り」と「ろーたりーぱっちわーく」、速報性の
高い情報を一年間にわたり提供いたしますので、是非お読み
頂き、皆様のロータリー活動のインスピレーションの一つに
して頂ければ幸いです。

　いよいよ村井年度が始まりました。
　私のことを思い返すと、昨年の７月からの一年。今ではアッという間
に過ぎたように感じます。その間、自分なりにやってみたい活動を提案
して、それらを各クラブの皆さんにご協力いただけ、実行できたことを
感謝申し上げると同時に、その活動を通じてこの地区を少しでも変化さ
せ前進させることができたと思っていただけるなら幸せです。
　村井ガバナーはその豊富なロータリー歴と前向きで積極的なご性格で、
新年度に向けて入念な準備をして来られました。また前年踏襲を嫌い、
絶えず進化をモットーとしておられます。これは私も従前の慣例に必ず
しも従う必要はなしと心得て進めてきた地区運営とつながるものですの

で、是非貫いていただきたいと思っています。
　村井ガバナーの下、我々国際ロータリー第2760地区の会員一人ひとりが、今まで以上に世界の平和と
安全、そして発展に寄与できるよう、インスピレーションとなって活動していただくことを祈念して、
村井年度へのエールといたします。

　神野重行パストガバナーには、私がガバナーノミニーの時から常に優しい言葉で適切なアドバイスを
いただき、次年度の体制に無理がかからないようにと様々なご配慮を賜りました。このことに対し心か
ら感謝申し上げます。大変有難うございました。
　神野さんの温和で堂々としたガバナーとしての活動ぶりは、私にとって憧れで
もありました。神野さんが『ロータリー変化をもたらす』のＲＩ会長テーマを、
地区の活動で実践され、常に前進の姿勢を取り続けられたことに、改めて敬意を
表させていただきます。
　実は神野さんがガバナーに就任されてから“シロクマ”のぬいぐるみを購入し、
ずっと自室の棚に飾ってあります。このシロクマ同様にこれからの、村井年度を
見守ってご声援いただければと思っております。よろしくお願い申し上げます。

今期コンテンツ

・ハイライトよねやま　・コーディネーターNEWS　等

分区内交流に参加した
ロータリアンによる
「分区内交流だより」も掲載

村井ガバナー的
こころ

豊橋ＲＣ地区チーム一同

ガバナー　村井總一郎

より閲覧しやすく！

活動情報が充実！ 委員会情報も充実。
委員会報告がHPで公開されます。

レギュラーコンテンツ毎に
HPでアーカイブします。

ガバナー・スタッフによる
ブログを公開します

皆様に寄稿いただいた情報が満載です。是非、ご活用ください。

2018-19 Rotary international District 2760

WEB Site
Governor’s

2017-18年度ガバナーから2018-19年度ガバナーへ
第2760地区
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村井ガバナー的こころ

その1 その2

村井ガバナー的こころ

今年度『ロータリーパッチワーク』という、私がロータリーについて個人的な感想を述
べるコーナーを担当することにした。
体系たてて書くほどの情報量を持ち合わせていないので、毎回の話題にさほど関連はな
いが、１年間を総合的にみると、何かパッチワークの作品の様になっていかないかとの
思いで、スタートすることにした。

さて、ＲＩのテーマは毎年度変わる。今年度はご承知の通り『BE THE INSPIRATION』
（インスピレーションになろう）である。ＲＩ会長のバリー・ラシン氏のこのテーマへの
思いは、地区便覧の巻頭「テーマ講演」を読んでいただきたい。大変興味深い筋立てで
このテーマへのラシン会長の思いが、とてもよく伝わってくる。（今月号月信の39ページにも掲載）

このＲＩテーマであるが、サンディエゴ国際協議会の初日、本会議の場で様々な国の言
葉で発表された。このテーマは当日まで極秘事項らしいのであるが、発表と同時にMy 
ROTARYに発表されるので、一瞬にして全世界に伝わる。

不思議なことに、テーマ発表後、すぐに会場ではテーマバッジやテーマネクタイも売り
出されるし、様々なテーマの入ったパンフレットも出回る。しかし、事前には私たちに
は漏れてこない。このような規制がしっかりされているのも、なかなか興味深いもので
ある。

さて、このＲＩ会長テーマはロータリー活動で、唯一無二のテーマである。地区テーマ
や行事ごとに地区大会テーマ、地区協議会テーマなどを定めていた地区もあったそうだ
が、ロータリーのテーマはＲＩ会長テーマだけであると思っている。

国際協議会でガバナーエレクトとして地区のテーマをどうするか、というような質問が
研修リーダーから出た。私は迷わず地区にテーマはないはずだが、と疑問を投げてみた。
同期のエレクトの数名からも自分の地区でも地区テーマは持つべきでないと言われてい
る、とフォロー発言があった。
この件は翌日にリーダーから、ロータリーのテーマはＲＩ会長テーマのみです、地区は
行動指針活動方針という表現をしてください、と指導があった。

したがってガバナーとしては、ＲＩ会長テーマと無関係な地区方針をしてはいけないと
いうことである。

英語はあまりというか、まったく得意ではないので、今回はその道の識者から突っ込
まれないことを願いたいと思うが、テーマとして触れずには過ぎ去れないので、少し
この言葉について考えてみたい。

インスピレーションは日本語に訳すよりそのまま使われている方が多い。辞書などに
は「ひらめき・思い付き・霊感」と書いてあるが、なんだかわかりにくい。

国際協議会の分科会で研修リーダーにインスピレーションとは何かと聞いたが、研修
が終わるころにはハッキリしてくるはずである、との返答であった。最終日に結局ど
う訳すのかという問いに、あなたがこの研修で感じたまま、それぞれの解釈があると、
結局は統一の解答は得られなかった。

皆さんはどう解釈されるだろうか？『ピンとくる』という表現と『ヒントとなる』と
いう表現がある。後者のヒントになるというのは、疑問を抱え、問題意識を持ってい
るときに、ふとした言動がその解決になるということであろう。例えばサスペンスド
ラマで、刑事が家で食事中に家族の日常の会話に事件解決の糸口を気づくシーンがあ
る。これは解決への障害が取り除けたということだと思う。

『ひらめいた！』ということで、これもインスピレーションの一つとも思うが、
少々ＲＩ会長のテーマの解釈としては弱いと思う。

そこで考えるに、インスピレーションとは、一瞬閃光が走ると言うか、心躍るもの
を浮かべたということではなかろうか。これだ、これをやってみよう、このやり方
があったのだという動機付けになったという方が強いものだろうと考える。

したがって、ピンとくる刺激となること、これではいけないぞ、頑張らなくてはと
鼓舞させること、別の言葉では前進する活力になった瞬間、ということだと考える。
そうだ、と前に進みたくなるようなものが、インスピレーションではないだろうか。

見えない何かが、不意に前進する力を感じさせてくれる、勇気を与える風を感じる、
躊躇を砕く風を感じる、その時がインスピレーションともいえないだろうか。
インスピレーションになるということは『風になる』ということでは格好良すぎる
表現かなぁと自嘲気味に笑ってしまう。

RIテーマについて考える インスピレーションについて考える

RID2760  2018－19  ガバナー 村 井 總 一 郎 RID2760  2018－19  ガバナー 村 井 總 一 郎
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第2760地区

新着情報はホームページ（HP）で公開されます
各種お知らせをはじめ定期配信コンテンツは、ガバナー月信発行に合わせ
ＨＰにて更新します。
アーカイブ方法を変更し、各バックナンバーも閲覧しやすくなりました。

■ガバナー月信サイト

■ハイライトよねやま

■コーディネーターNEWS

■財団室ニュース

■文庫通信だより

■風の便り

■会員数と出席率

村井ガバナーのコンテンツやブログを掲載

メニュー＞月次報告（PDF）

メニュー＞月次報告（PDF）

メニュー＞月次報告（PDF）

メニュー＞月次報告（PDF）

メニュー＞月次報告（PDF）

メニュー＞月次報告（PDF）

■ガバナー候補推薦について

■立法案提出のお願い

■各種賞・表彰の概要について

■WFFのお知らせ

■地区大会のお知らせ

■青少年交換のお願い

メニュー＞お知らせ

メニュー＞お知らせ

メニュー＞お知らせ

メニュー＞月次報告＞ご案内

メニュー＞月次報告＞ご案内

メニュー＞お知らせ

定期配信 

活動報告

お知らせ・お願い 

最新記事リストはメールマガジンでも配信します。
リストをクリックするだけで閲覧したいページを
ブラウザで展開します。是非、活用ください。

https://www.rotary2760.org/g18-19/

各委員会の活動報告が随時更新
されます。リニューアルされた
ホームページでは20委員会全て
の最新活動情報を閲覧していた
だけます。

分区内の交流報告や、各クラブ
の活動報告が随時掲載されます。
さらなる交流と情報交換を通じ
ロータリーを実践しましょう。
スタッフブログも掲載するガバ
ナー月信サイトも、是非ご覧下
さい。　　※一部は８月以降に更新

分区内交流だより
クラブ事業報告　他

地区委員会

ホームページ新着情報

メニュー＞ガバナーズウエブサイト（各ページへ）

vol.219　2018/6/13発行　

2018年7月号　2018/7発行　

2018年7月号　2018/6/末頃発行予定

369号　2018/7発行

vol.3 No.10（通刊47号） 2018/6/4発行

※2018年7月度分は8月中旬以降の配信となります。

メールマガジンが便利になります

2018年6月18日現在
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ガバナー補佐
地区研修リーダー
地区幹事
地区委員会
ご挨拶
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南尾張分区

西尾張分区 西名古屋分区

東尾張分区

東知多ＲＣ

名古屋清須ＲＣ

この度、南尾張分区のガバナー補佐を務めさせて頂きます東

知多ロータリークラブの熊澤 岌です。分区内７クラブと地区

の皆さんにお世話になりますがよろしくお願いします。

ＲＩ会長テーマ「BE THE INSPIRATION インスピレーシ

ョンになろう」そして村井ガバナーの「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！」のふたつの指針を

十分理解して頂き各クラブが行動計画をたて目標に向かって

実行実現ができるようにお手伝いをさせて頂きます。主な分

区内行事は例年通りＩＭの開催を２月23日（土）、ワールドフ

ード＋ふれ愛フェスタでのブースの開設及び７クラブ合同ゴ

ルフ大会の実施、そして各クラブに於いてポリオ例会とロー

タリーデイの実施などを重点目標として進めてまいります。

特に村井ガバナーが行動指針の中で強調されている「分区内

交流活動を行おう」も重点に加え地区と分区内との橋渡し役

として努力してまいりたいと存じます。この１年間分区内ク

ラブがより充実した運営となります様に皆様のご指導とご協

力を宜しくお願いします。

今年度、ガバナーの方針は「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！」です。意味は、ロータリアン

が地域の人々を導き、ロータリーの目的に沿った活動をして

いくことだと思います。

そして、この活動が地域に理解されるようになるとロータリ

ーの公共イメージは向上し、地域には奉仕活動が活発にでき

る土壌が自然に作られていきます。また、今年度は分区の９

クラブに積極的に交流をしていただき、他クラブの良いとこ

ろを見て、改めて自クラブの良いところを発見し、それを磨

く一年にしたいと思っています。

これらの活動が円滑に行え、成果が得られますよう、ガバナ

ー補佐としての役目をしっかり果たしていきたいと思います。

くま　　ざわ すぐる

わ　　　だ のり　　ゆき

熊 澤  岌

和 田 典 之

春日井ＲＣ

名古屋中ＲＣ

　か　　とう　 　く　　に　　あき　

わた　　なべ いつ　　ぺい

加藤 久仁明

渡 邉 一 平

東尾張分区ガバナー補佐を務めさせていただきます。分区

内12クラブの皆様には、大変お世話に成りますが、よろし

くお願いいたします。

村井ガバナーの地区活動方針テーマは「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！」です。分区内

交流を活発にする事、笑いのある例会を、特色のある例会

を奨励しています。『笑いのある例会を』は、私の理想と

する例会と一致します。日本人は話を聞くのも下手で慣れ

ていません。笑いのある例会を造る為に聞く方も態度を改

めましょう。卓話をする人も聞く人もリラックスした態度

いる事で笑いのある例会が出来ます。さあ、聞く側も聞く

態度を勉強しましょう。

地区活動方針テーマを実現する為に私は、分区内クラブの

架け橋となり、各クラブと地区とのパイプ役になりますの

で、何なりと相談して下さい。東尾張分区の皆様のご指導

ご鞭撻を宜しくお願い申し上げます。

所属は名古屋中ロータリークラブ。商事弁護士です。弁護

士生活40年の半分20年がロータリアンということになりま

した。

入会したのは先輩から視野を広めなさいといわれたからで

す。沢山友達が出来、いろんな勉強をしました。アドバイ

スに感謝しております。名古屋は魅力がないといわれてい

ますが、三英傑の時代から戦後の復興・発展まで日本を支

えてきた実力を持った地域で、「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！」を実践するにまさし

くふさわしい街です。ガバナー方針を分区内13クラブのロ

ータリアンにお伝えし、13クラブ相互の交流をすすめる、

コミュニケーション役になれればと思います。

１年間よろしくお願いします。
＊プロフィール等はP48～の名簿をご覧ください

第2760地区
ガバナー補佐ご挨拶
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　なが　　せ　 き　　よ　　し　

　お　　　はら　 おさむ

長瀬 輝代之

尾 原   脩

名古屋守山ＲＣ

田原パシフィックＲＣ

　すず　　　き　 まさ　　てる

　てら　　　べ　 　やす　　　み　

鈴 木 正 輝

寺 部 保 美

豊田三好ＲＣ

三河安城ＲＣ

今年度、東名古屋分区ガバナー補佐を務めさせて頂きま

す、長瀬輝代之です。一年間よろしくお願いします。年を

重ねるごとにロータリークラブの素晴らしさを実感する今

日この頃です。

さて、今年度の村井ガバナーの下、奉仕活動を前向きに進

めるために、まずは身近なクラブ周辺で奉仕活動を行い、

そこから分区・地区の活動へと広げていくことが必要との

考えから、まずは、分区内交流、クラブ間の例会参加等か

ら始め、会員が協力し合う体制を整えて行く事が大切だと

思います。

奉仕活動は、他者の為のみならず、その体験を通して、各

ロータリアン個人に奉仕の理念を育てる活動でもあります

ので、まずは皆様からのご意見をガバナーに届けて行きた

いと思います。

ガバナー補佐に予定していました会員が体調不良のため辞

退され、４月に入ってから急遽ピンチヒッターとして指名

されました。12年前、斎藤直美ガバナーの年にガバナー補

佐を経験していますが、私もこの４月で77歳となりました。

後期高齢者に何が出来るか分かりませんが頑張ります。

また、東三河分区からガバナーが選出されたのは８年ぶり

です。豊橋ロータリークラブ村井總一郎ガバナーの下で、

蒲郡ロータリークラブがホストする地区大会の成功を目指

し、東三河分区12クラブの団結・協力をお願いして一年頑

張りたいと思います。

今年度、西三河中分区ガバナー補佐を務めさせて頂きます

豊田三好ＲＣ鈴木正輝です。１年間大変お世話になります

が宜しくお願い致します。

ＲＩ会長テーマは「インスピレーションになろう」です。

村井總一郎ガバナーの地区活動方針は「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！」です。行動指

針として分区内交流活動を目玉の一つに挙げてみえます。

今年度、私は分区内の岡崎と豊田と名古屋の各ＲＣ間交流

や会員間の交流に協力させて頂きます。会員の皆様には

ＩＭ、ＷＦＦ、地区大会へのご参加をお待ちしておりま

す。皆様のＲＣが更なる素晴らしいクラブになる様にお役

にたてればと思っております。

何卒、宜しくお願い申し上げます。

この度、西三河分区のガバナー補佐を拝命いたしました。

西三河分区９クラブの会員及び地区の方々のご協力を得ま

して、精一杯務めてまいります。2018－2019年度国際ロー

タリー会長バリー・ラシン氏のテーマは「インスピレーシ

ョンになろう」です。これを受けて、村井總一郎ガバナー

の地区活動方針は、「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！」副題として、「ロータリーの奉

仕の理念を学び、奉仕の実践をしよう。」です。

ロータリーの基本原則の理解を深め、ロータリー活動を広

く、社会に示していくことの大切さを改めて感じます。西

三河分区の９クラブが各クラブの特徴を生かし、ロータリ

ー活動を前進させることができることを願っております。

113年という歴史と伝統を築きあげてきたロータリーの発

展に少しでも貢献できるように微力ながら努めてまいりた

いと存じます。よろしくお願い申しあげます。

東名古屋分区 西三河中分区

東三河分区 西三河分区

＊プロフィール等はP48～の名簿をご覧ください

ガバナー補佐ご挨拶
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です。豊橋ロータリークラブ村井總一郎ガバナーの下で、

蒲郡ロータリークラブがホストする地区大会の成功を目指

し、東三河分区12クラブの団結・協力をお願いして一年頑

張りたいと思います。

今年度、西三河中分区ガバナー補佐を務めさせて頂きます

豊田三好ＲＣ鈴木正輝です。１年間大変お世話になります

が宜しくお願い致します。

ＲＩ会長テーマは「インスピレーションになろう」です。

村井總一郎ガバナーの地区活動方針は「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！」です。行動指

針として分区内交流活動を目玉の一つに挙げてみえます。

今年度、私は分区内の岡崎と豊田と名古屋の各ＲＣ間交流

や会員間の交流に協力させて頂きます。会員の皆様には

ＩＭ、ＷＦＦ、地区大会へのご参加をお待ちしておりま

す。皆様のＲＣが更なる素晴らしいクラブになる様にお役

にたてればと思っております。

何卒、宜しくお願い申し上げます。

この度、西三河分区のガバナー補佐を拝命いたしました。

西三河分区９クラブの会員及び地区の方々のご協力を得ま

して、精一杯務めてまいります。2018－2019年度国際ロー

タリー会長バリー・ラシン氏のテーマは「インスピレーシ

ョンになろう」です。これを受けて、村井總一郎ガバナー

の地区活動方針は、「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！」副題として、「ロータリーの奉

仕の理念を学び、奉仕の実践をしよう。」です。

ロータリーの基本原則の理解を深め、ロータリー活動を広

く、社会に示していくことの大切さを改めて感じます。西

三河分区の９クラブが各クラブの特徴を生かし、ロータリ

ー活動を前進させることができることを願っております。

113年という歴史と伝統を築きあげてきたロータリーの発

展に少しでも貢献できるように微力ながら努めてまいりた

いと存じます。よろしくお願い申しあげます。

東名古屋分区 西三河中分区

東三河分区 西三河分区
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ガバナー補佐ご挨拶

13GOVERNOR'S MONTHLY LETTER July 2018  |  2018-19 Rotary International District 2760



早川　和男
はやかわ　かずお

名古屋東山ＲＣ

髙須　洋志
たかす　ひろし

中部名古屋みらいＲＣ

佐々木　利政
ささき　としまさ

豊橋ＲＣ

神戸　邦夫
かんべ　くにお

豊橋南ＲＣ

加藤　陽一
かとう　よういち　

瀬戸ＲＣ

＊プロフィール等はP48～の名簿をご覧ください

研修委員会今年度の研修委員会の主な事業としては２つあります。
一つ目は2760地区ＲＬＩ会長エレクト研修です。昨年度との大
きな違いは研修日程を３日間から２日間に変更いたします。
３日間を２日間にしても研修項目が決して減るわけではなく効
率よく研修をしていただくということです。また、この研修の
重要な目的の一つは同期に会長になられる方との研修を通して
の交流です。このことは実際に会長になられた後に「財産とな
る」と受講した方々からのお声をいただいております。
また、二つ目の新会員研修も知識を得るだけの講習ではなく今
後のご自身のロータリー活動の役に立つような講習にしたいと
思っております。宜しくお願いいたします。

2018－19年の村井總一郎ガバナー年度がいよいよ始まりました。地区研修
リーダーとしての役割は私自身が実際に研修をロータリアンに対して行う
わけではなく、ガバナーや地区委員会が継続的にロータリアンに対して行
うセミナーの実施を支援したり、ガバナーやガバナーエレクトが主催する
地区研修行事を地区の関連委員会と協力していかなければなりません。
地区チーム研修セミナー、地区研修・協議会、会長エレクト研修セミナー 
（ＰＥＴＳ）はすでに終えていますが、指導者育成セミナー、2760地区Ｒ
ＬＩ会長エレクト研修や新会員研修など多くの研修行事があります。
これらの研修行事やセミナーの目的は国際ロータリーの今年度のテーマや
村井ガバナーの地区方針を各クラブのロータリアンに周知していただくこ
とはもちろんですが、研修行事や各セミナーを通して分区という垣根を超
えての意見交換や情報交換がなされることがセミナーや研修のとても大き
な役割だと思っています。
いずれにしても村井ガバナーの下、皆様と一緒に充実した楽しい年度にな
るように皆様のご支援・ご協力を宜しくお願いいたします。

地区研修リーダー

この３年間財務委員会が継続的に取り組んできた課題は、ガ
バナー輩出クラブが資金的負担を強いられる状況の改善です。
現状では資金力の基盤が弱いクラブ（小規模クラブ）がガバ
ナーを引き受けることが困難です。
現状の改善は道半ばに在り、今後も引き続きこの課題に取り
組んで行く必要が有ります。
次に財務委員会が取り上げるべき課題は、年間約１億円の地
区資金の使途（資金配分割合）が妥当かどうかの検証です。
地区事業に5,100万円（主な項目は青少年活動、地区大会、
その他）地区運営に4,400万円（主な項目はガバナー及びエ
レクト事務所運営費、月信、その他）地区委員会費に900万
円、これが現在の資金配分です。
この資金使途が妥当かどうか、一度決議会合等に諮って判断
すべきと考えます。

今年度も引続き危機管理委員長を務めさせて頂く神戸邦夫です。
危機管理はロータリー活動のみならず、企業活動や家庭生活等あらゆる場面で
必要とされますし、昨近、危機管理が不十分のため大きなトラブルに発展した
事が頻発しているのはご承知の通りです。
当委員会はロータリー活動にとって好ましくない事態を起こさない、起きた時
には速やかに対処するためにありますが、その発足の経緯から、青少年に対す
るセクハラ問題対応を中心に据えて活動してきました。
しかし、それだけがロータリーの危機でない事は申すまでもありません。その
ような観点から、昨年度よりロータリアン自身の危機防止のための個人情報保
護の取組、発生する事が確実な3.11のような大災害に対応するための仕組み作
りに取組んでいます。
当委員会にとって何もトラブルがない事が最良であり、その意味では黒子です
が、会員のご理解とご支援がかかせません。今年度もよろしくお願いします。

地区財務委員会

豊橋ロータリークラブより、５人目のガバナー輩出をさせていただく
こととなり、地区幹事としてその重責を重く受け止めております。
約一年間のエレクト年度の準備期間を終了し、４月に行われた次年度
のための地区研修協議会が無事に終了した時には、少しほっとした気
持ちになりました。
ロータリー章典の地区幹事19.080では、『幹事はロータリーの知識が
豊富で、かつ地区会合に精通し、地区会合の調整、連絡の対応、議事
録作成、記録の保管にあたってガバナーを支援できるロータリアンで
あるべきである』とあります。少し荷が重いですが、改めて身を引き
締めスタート時の７月には、幹事の心得を認識し歴代地区幹事の皆様
に少しでも近づくよう努力して参ります。幸い当クラブには、優秀な
スタッフが揃っております。皆さんの力を借りまして、頑張っていく
所存です。
どうぞ、一年間宜しくお願い致します。

地区幹事

危機管理委員会

第2760地区
地区研修リーダー・地区幹事ご挨拶
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＊プロフィール等はP48～の名簿をご覧ください

研修委員会今年度の研修委員会の主な事業としては２つあります。
一つ目は2760地区ＲＬＩ会長エレクト研修です。昨年度との大
きな違いは研修日程を３日間から２日間に変更いたします。
３日間を２日間にしても研修項目が決して減るわけではなく効
率よく研修をしていただくということです。また、この研修の
重要な目的の一つは同期に会長になられる方との研修を通して
の交流です。このことは実際に会長になられた後に「財産とな
る」と受講した方々からのお声をいただいております。
また、二つ目の新会員研修も知識を得るだけの講習ではなく今
後のご自身のロータリー活動の役に立つような講習にしたいと
思っております。宜しくお願いいたします。

2018－19年の村井總一郎ガバナー年度がいよいよ始まりました。地区研修
リーダーとしての役割は私自身が実際に研修をロータリアンに対して行う
わけではなく、ガバナーや地区委員会が継続的にロータリアンに対して行
うセミナーの実施を支援したり、ガバナーやガバナーエレクトが主催する
地区研修行事を地区の関連委員会と協力していかなければなりません。
地区チーム研修セミナー、地区研修・協議会、会長エレクト研修セミナー 
（ＰＥＴＳ）はすでに終えていますが、指導者育成セミナー、2760地区Ｒ
ＬＩ会長エレクト研修や新会員研修など多くの研修行事があります。
これらの研修行事やセミナーの目的は国際ロータリーの今年度のテーマや
村井ガバナーの地区方針を各クラブのロータリアンに周知していただくこ
とはもちろんですが、研修行事や各セミナーを通して分区という垣根を超
えての意見交換や情報交換がなされることがセミナーや研修のとても大き
な役割だと思っています。
いずれにしても村井ガバナーの下、皆様と一緒に充実した楽しい年度にな
るように皆様のご支援・ご協力を宜しくお願いいたします。

地区研修リーダー

この３年間財務委員会が継続的に取り組んできた課題は、ガ
バナー輩出クラブが資金的負担を強いられる状況の改善です。
現状では資金力の基盤が弱いクラブ（小規模クラブ）がガバ
ナーを引き受けることが困難です。
現状の改善は道半ばに在り、今後も引き続きこの課題に取り
組んで行く必要が有ります。
次に財務委員会が取り上げるべき課題は、年間約１億円の地
区資金の使途（資金配分割合）が妥当かどうかの検証です。
地区事業に5,100万円（主な項目は青少年活動、地区大会、
その他）地区運営に4,400万円（主な項目はガバナー及びエ
レクト事務所運営費、月信、その他）地区委員会費に900万
円、これが現在の資金配分です。
この資金使途が妥当かどうか、一度決議会合等に諮って判断
すべきと考えます。

今年度も引続き危機管理委員長を務めさせて頂く神戸邦夫です。
危機管理はロータリー活動のみならず、企業活動や家庭生活等あらゆる場面で
必要とされますし、昨近、危機管理が不十分のため大きなトラブルに発展した
事が頻発しているのはご承知の通りです。
当委員会はロータリー活動にとって好ましくない事態を起こさない、起きた時
には速やかに対処するためにありますが、その発足の経緯から、青少年に対す
るセクハラ問題対応を中心に据えて活動してきました。
しかし、それだけがロータリーの危機でない事は申すまでもありません。その
ような観点から、昨年度よりロータリアン自身の危機防止のための個人情報保
護の取組、発生する事が確実な3.11のような大災害に対応するための仕組み作
りに取組んでいます。
当委員会にとって何もトラブルがない事が最良であり、その意味では黒子です
が、会員のご理解とご支援がかかせません。今年度もよろしくお願いします。

地区財務委員会

豊橋ロータリークラブより、５人目のガバナー輩出をさせていただく
こととなり、地区幹事としてその重責を重く受け止めております。
約一年間のエレクト年度の準備期間を終了し、４月に行われた次年度
のための地区研修協議会が無事に終了した時には、少しほっとした気
持ちになりました。
ロータリー章典の地区幹事19.080では、『幹事はロータリーの知識が
豊富で、かつ地区会合に精通し、地区会合の調整、連絡の対応、議事
録作成、記録の保管にあたってガバナーを支援できるロータリアンで
あるべきである』とあります。少し荷が重いですが、改めて身を引き
締めスタート時の７月には、幹事の心得を認識し歴代地区幹事の皆様
に少しでも近づくよう努力して参ります。幸い当クラブには、優秀な
スタッフが揃っております。皆さんの力を借りまして、頑張っていく
所存です。
どうぞ、一年間宜しくお願い致します。

地区幹事

危機管理委員会

第2760地区
地区委員長ご挨拶
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服部　良男
はっとり　よしお

愛知三州ＲＣ

澤田　文雄
さわだ　ふみお

豊田東ＲＣ

鋤柄　喜彦
すきがら　よしひこ

名古屋東南ＲＣ

杉浦　文雄
すぎうら　ふみお

刈谷ＲＣ

鈴木　宏司
すずき　こうじ

半田南ＲＣ

岡田　雅隆
おかだ　まさたか

犬山ＲＣ

＊プロフィール等はP48～の名簿をご覧ください

地区社会奉仕委員長 杉浦文雄です。委員会は社会奉仕事業、
環境保全活動事業、ＲＣＣ活動事業と３部門に渡り、主に地区
内クラブの活動状況の把握と情報発信、新たに活動を企画され
るロータリークラブに役に立つ情報発信、またＲＣＣ活動につ
いては新たに立ち上げられる場合のお手伝いを行います。特に
年二回の社会奉仕委員長会議では、愛知県との連携による、防
災局、自然環境部の社会奉仕活動に役立つ情報提供を心掛けて
おります。委員長会議だけでなく各クラブからご要望があれば
卓話としてお伺いすることも可能です、３部門それぞれの担当
副委員長共々１年間よろしくお願い申し上げます。

会員増強委員会会員の増減は、国内経済と深く関わっています。緩やかながら
経済が上昇傾向にある中、地区の会員も微増して国内１番の会
員数に返り咲きました。会員を増強するのは、今がチャンスで
す。入会を迷っていらした方や、新規の方に積極的にアタック
してください。
会員が増す事によりクラブが元気で楽しく成り、新会員が新し
い会員を誘って更により楽しくなるでしょう。
今年度は、各クラブの会員増強のモチベーションを高める役割
と、女性会員の入会促進、退会防止を図って参ります。皆様の
ご理解を得て「楽しいロータリーライフ」を目指して参ります
ので、ご協力お願いします。

社会奉仕委員会

国際奉仕委員会日頃より国際奉仕委員会へご理解・ご協力いただきありがとう
ございます。国際奉仕委員会を担当させていただきます。昨年
度はネパールにおいてグローバル補助金事業を立ち上げること
が出来ました。今年度はこの事業をモデルとして、各クラブさ
んでもグローバル補助金を活用した事業にチャレンジしていた
だけるように、お手伝いできればと考えています。そしてもう
一つ、10月27日・28日に行なわれる「第６回ワールドフード+
ふれ愛フェスタ」では海外からのお客さまも年々増えて国際交
流の場になっています。そこへの参加・協力はまさに国際奉仕
事業だと感じています。さらにそこで集めた資金を使い今年度
はポリオ撲滅事業を実施したいと考えています。今年度もご協
力お願いいたします。

昨年度は、三河地域に柔軟性と多様
性を取り入れた、新しいクラブ、
「愛知三州ロータリークラブ」を創
設いたしました。今年度も他の地域
に同じようなクラブを設立すること
にチャレンジしたいと思います。

今年度、当委員会は『学友クロスプロモーションの実現に向け
て』をテーマに掲げ、地区青少年奉仕関連４委員会独自の活動を
応援しつつ、今年度は地区大会と同時開催される『青少年フォー
ラム』、地区事業の『ワールドフード＋ふれ愛フェスタ』にも積
極的に参加することを予定しています。
また近年は、ロータリー事業に属する青少年を対象にクロスプロ
モーションの概念が導入されつつあります。ロータリー財団奨学
生、米山記念奨学生、青少年奉仕事業に参加してくれている若者
たちに地区委員会の枠を超え、横の交流を盛んにし、ロータリー
をより良く理解していただく場の提供を積極的に行う予定です。
今年度もお世話になりますが、応援をお願いいたします。

職業奉仕委員会

今年度、地区職業奉仕委員会委員長をさせて頂きます
鋤柄（すきがら）です。
一昨年以来ＲＩ規定審議会での大きな改革を言われて
いますが、クラブの独自性の考え方を基に、ロータ
リーにおける専門用語の「職業奉仕」について、今年
度は委員会のメンバーと共に地区内85クラブの委員長
の方々と理解を深めてゆきたいと思います。
その基本は「四つのテスト」だと考えています。私は
この四つのテストはロータリアンである前に、一人の
企業人として当然のことだと思います。一年間、ご支
援、ご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

青少年奉仕委員会

拡大委員会

地区委員長ご挨拶
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＊プロフィール等はP48～の名簿をご覧ください

ロータリー財団監査委員会・WFF実行委員会

ＷＦＦは今年度で６回目を迎えます。開催日は10月27日（土）と28日（日）
の２日間です。特に今年度は「ポリオ撲滅」をメインテーマとし、初日
には「エンドポリオ大使」であるジュディ・オングさんを会場に迎え、
広く一般の皆さんにロータリーの「ポリオ撲滅」への努力を知っていた
だくとともに、撲滅活動に対する協力を呼びかけます。また同日夜、名
古屋東急ホテルで「エンドポリオ・ナイト」を開催します。「ポリオ撲
滅」活動資金を募るチャリティパーティです。
ＷＦＦはすべてのロータリーファミリーのお祭りです。今年度も皆様の
ご協力を賜りますようよろしくお願いします。

青少年交換委員会

公共イメージ向上委員会

今期の地区公共イメージ向上委員会の事業計画は、
１．地区クラブ会員へ、「公共イメージ向上」に関する情報提供と協力

依頼の継続
　（１）地区内クラブでの卓話による情報提供
　（２）地区大会、委員長会議、諸委員会等でのプレゼン
２．ガバナーの公的機関表敬訪問支援
３．プレス向け事業として、地区内クラブと地区委員会活動内容をマス

コミに情報発信、およびプレス訪問・セミナー開催
４．My Rotary 登録促進の継続
　（１）BenchMark E-mail Newsの発行
５．Webによる公共イメージ向上活動の継続
　（１）地区ホームページの強化、BenchMarkとの連携
　（２）地区ホームページに各クラブの事業や地区委員会の活動等を掲載
を予定しています。どうぞ、よろしくお願い申し上げます。

ロータリーの青少年交換事業とはＲＩのプログラムに基づき世
界100カ国以上で行われているプログラムで、年齢も15歳から
19歳までの学生が海外に１年間程滞在して、その国の言語や文
化を学び、また自国の文化を世界に広める国際親善大使です。
交換事業であるので、派遣した国から同数の学生が来日します。
現在2760地区では約10名程の交換事業を行っており、派遣国も
アメリカ、カナダ、フランスを始め６か国行っております。
この交換事業には、ロータリアンの方々のご協力が必要で、来
日学生を受け入れて例会やクラブ行事に参加し、ホームステイ
します。今年度もご協力とご理解をお願い申し上げます。

今年度より委員長を拝命いたしました。まだまだ勉強することが
多いですがよろしくお願い致します。ローターアクトは地区内に
９クラブ約120名のメンバーを有し、18歳～30歳までの若者が
ロータリーの奉仕の精神を学びつつ親睦を深めリーダーシップを
発揮できるよう学んでおります。2760地区のローターアクターは
活発に活動をしており、国内研修や海外研修では現地にて奉仕活
動を行い、積極的に他地区のアクターと交流を図っています。し
かしその会員数はとても少なく活動にも支障が出ております。そ
こでロータリアンの皆様にお願いがあります。是非ともローター
アクトの会員を紹介して下さい。お待ちしております。

インターアクト委員会現在2760地区では、愛知県内の高等学校・高等専門学校に17の
インターアクトクラブが30のロータリークラブにより提唱され、
募金活動・障害児や高齢者の支援活動・地域の清掃活動等、活
発に活動しています。最近では、各インターアクトクラブ、ま
た地区委員会との間で情報の共有を積極的に進めてきた結果、
地区内のクラブ同士の交流も行われています。当委員会は、更
なる活性化の為に、交流機会と環境づくりに努めてまいります。
今後とも提唱ロータリー様を初めとして地区役員の皆様、地区
内の関係する全ての皆様に一層のご理解とご協力を賜りますよ
うお願い申し上げます。

ローターアクト委員会

ＲＹＬＡ委員会地区ＲＹＬＡ委員会は、11月23日～25日、第27回ＲＹＬＡセ
ミナーを開催します。昨年度まで一泊二日のセミナーを、二
泊三日に延長し、受講生には、村井ガバナーのセミナーテー
マ「心をつなげよう～共生と思いやり～」をより深く議論し
てもらい、受講生がリーダーシップに目覚めてもらえるよう
な機会を提供します。例年より早いＲＹＬＡセミナー開催で
すが、それまでに地区ＲＹＬＡ委員各自が識見を高め、参加
した受講生と有意義な時間を共有できるようにカウンセラー
を強化します。地区内クラブには多くの受講生を御推薦頂き
たく、また地区内ロータリアンの皆様にもＲＹＬＡセミナー
へのご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

地区委員長ご挨拶
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うお願い申し上げます。

ローターアクト委員会

ＲＹＬＡ委員会地区ＲＹＬＡ委員会は、11月23日～25日、第27回ＲＹＬＡセ
ミナーを開催します。昨年度まで一泊二日のセミナーを、二
泊三日に延長し、受講生には、村井ガバナーのセミナーテー
マ「心をつなげよう～共生と思いやり～」をより深く議論し
てもらい、受講生がリーダーシップに目覚めてもらえるよう
な機会を提供します。例年より早いＲＹＬＡセミナー開催で
すが、それまでに地区ＲＹＬＡ委員各自が識見を高め、参加
した受講生と有意義な時間を共有できるようにカウンセラー
を強化します。地区内クラブには多くの受講生を御推薦頂き
たく、また地区内ロータリアンの皆様にもＲＹＬＡセミナー
へのご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

地区委員長ご挨拶
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＊プロフィール等はP48～の名簿をご覧ください

「奨学基金」事業は、海外の大学院で重点６分野について学びたい方がグ
ローバル補助金奨学生として留学できるようお世話をするものです。毎年
継続して奨学生を生み出しています。また「平和フェローシップ」事業は、
研究実績のある方が海外にある「ロータリー平和センター」で平和と紛争
解決についてさらに研究を深められるようお手伝いをするものです。「平
和フェロー」は１年に全世界で約100名、日本で約２名という狭き門です
が、当地区は４年連続で「平和フェロー」を輩出するという成果を上げて
います。今年度も、ロータリーが提唱するより良い社会の実現に向けて、
その人材育成に貢献したいと考えています。

ロータリー財団委員会

昨年度に引き続きましてロータリー財団委員長を拝命しました
中村公彦です。委員長３年目を迎えましていよいよ集大成では
ありませんが多くの皆様にロータリー財団のことをもっとよく
知っていただくために頑張っていきたいと思いますので宜しく
お願いします。さて今年度は特にポリオ撲滅を最優先にして当
地区一人当たり30ドル寄付を必達する年度にしたいと考えてい
ます。そのためには①ポリオについて理解をしてもらう（啓蒙
活動）②ポリオについていろいろな場で地区・分区・クラブと
して意識をする活動をする③その結果一人当たり30ドルに拘り、
もう少しのところまで来ているポリオ撲滅に寄与する。を掲げ
ます。ポリオの完全撲滅に向けて何卒宜しくお願いします。

資金管理委員会

当委員会は、地区における財団への寄付の推進と寄付者の認証を管
理します。①年次基金一人当たり150ドル、ポリオプラス基金一人
当り30ドル。②恒久基金（ベネファクター）各クラブ１名以上。③
メジャードナー（大口寄付）地区５名以上。④ロータリーカードの
普及推進。これらの寄付目標を達成するため一年間活動します。皆
様からの年次基金寄付は、３年後に最大75％が地区の裁量で使用す
ることができ、地区補助金・グローバル補助金の源です。特にポリ
オ撲滅は最終局面にありますので、ポリオプラスとロータリーカー
ドに注力して活動します。重要な奉仕プロジェクトを遂行するため
に、皆様のご理解ご協力を宜しくお願い申し上げます。

当委員会は、財団の提供する補助金活用につき、申請から終結ま
で管理する責任を負っています。補助金は会員の善意により拠出
された浄財です。公金です。透明性、参加資格等が求められます。
ＭＯＵ（クラブと地区との法的同意書）に則り、申請と違わぬ活
動、実績、資金使途、銀行口座開設等、終結後の資料、諸票、最
終報告書の作成、提出に至る迄管理、検証、確認を責務としてい
ます。一方、会員に予め、主旨、規程等の理解を深める為の会合
を通じて啓蒙する様、年二回実施してます。現在では唯拠出する
のではなく、三年後、条件を満たせば地区、クラブとして活動資
金として活かせます。準備金的性格のものとしてご理解の上、拠
出、活用に積極的に補助金に関心を寄せて下さい。

補助金委員会９年前、ロータリー財団のシェアシステムが未来の夢計画とし
て大きく変化しました。当委員会は、地区補助金事業やグロー
バル補助金事業が企画通りに実施できるようお手伝いし、ロー
タリー財団に申請報告する委員会です。2017-18年度地区補助
金は申請数57クラブ１委員会に配分させていただきました。グ
ローバル補助金事業も申請クラブが増えており、2018-19年度
現在、当委員会と相談中もしくはロータリー財団に申請する段
階にあるクラブ３件、地区委員会１件です。当委員会では委員
全員で各クラブの補助金事業に対し全力でバックアップをして
まいります。引き続き皆様のご支援ご協力を賜りますようお願
い申し上げます。

奨学基金･平和フェローシップ委員会

ポリオ撲滅活動の一環としてパキスタンのパストガバナーをＷＦＦにお
呼びして情報交換するとともに、10月27日の「エンドポリオ・ナイト」
に日本のポリオ撲滅大使であるジュディ・オングさんを招いてチャリ
ティパーティを開催します。また、ＷＦＦの収益金でポリオ撲滅基金へ
の寄付とともにポリオワクチン投与と現地の教育支援を兼ねた車両をパ
キスタンに寄贈する予定です。
さらにＶＴＴにおいてはマレーシア・クアラルンプール近郊の病院に医
療研修チームを派遣して『院内感染の予防管理』をテーマにした研修を
行う予定です。

ポリオ･プラス／職業研修チーム委員会

資金推進委員会

地区委員長ご挨拶
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＊プロフィール等はP48～の名簿をご覧ください

米山記念奨学委員会この７月より委員長の職務を拝命いたしました。ここに至るまでに３年
の委員、その後３年の副委員長の経験を積まさせていただきました。そ
れでもまだ米山の活動のすべてを掌握しているとはとても言えません。
中々に奥の深いものだと実感しています。今後の委員会運営に大きな不
安を抱えての船出ですが、これから３年間他の委員会メンバーと力を合
わせて米山の活動を行っていきたいと思っています。皆様の寄付のおか
げで毎年たくさんの奨学生を採用することができています。奨学生達が
米山を卒業した後もロータリー活動を良く理解してそれぞれの分野で活
躍をしてくれています。またお世話をしていただくクラブにおいても奨
学生との交流を通して多くの成果を上げていることを目の当たりにして
いる今日です。自信をもって進んでいきたく思っています。ご協力のほ
どよろしくお願いいたします。

学友委員会 昨年度に引き続き委員長を努めさせて頂きます。当委員会は、
ロータリープログラムの修了者（財団奨学生、ロータリー平
和フェロー、ＧＳＥ、ＶＴＴ、米山奨学生、インターアクト、
ローターアクト、ＲＹＬＡ、ＲＯＴＥＸ等）をこれからのロー
タリーを担う若手として活躍して頂く為に、様々な交流事業
を行っていきます。各世代間の特徴を理解しながら、それぞ
れが学んだロータリー精神を実践して頂き、世界へ良い事を
しようという人が増えることを目指しています。

地区10年史編纂委員会３年に１度行われます規定審議会や国際ロータリー理事会の決
定事項などを見ていますと、如何に内容がスピ―デイーに変化
をしているかが分かります。こう言ったロータリー激動10年の
中、地区内クラブ、地区委員会、そして地区がどの様にご活躍
されてこられたのか、皆様方にご興味を持って頂けるよう、委
員会一同何度か会合を行って意見を出し合い、また、資料収集
に努めてまいりました。パストガバナーの皆様、各クラブの
リーダーの方々、地区委員会のリーダーの方々にも多大なご協
力を頂きました。紙上をお借りし厚くお礼を申し上げます。有
難うございました。いよいよ最後の詰め、纏め、発刊の運びと
なります。ご協力の程宜しくお願い申し上げます。

 

22 GOVERNOR'S MONTHLY LETTER July 2018  |  2018-19 Rotary International District 2760



各種報告

山田　直樹
やまだ　なおき

尾張旭ＲＣ

近藤　雄亮
こんどう　ゆうすけ

名古屋瑞穂ＲＣ

池谷　悟
いけや　さとる

中部名古屋みらいＲＣ

＊プロフィール等はP48～の名簿をご覧ください

米山記念奨学委員会この７月より委員長の職務を拝命いたしました。ここに至るまでに３年
の委員、その後３年の副委員長の経験を積まさせていただきました。そ
れでもまだ米山の活動のすべてを掌握しているとはとても言えません。
中々に奥の深いものだと実感しています。今後の委員会運営に大きな不
安を抱えての船出ですが、これから３年間他の委員会メンバーと力を合
わせて米山の活動を行っていきたいと思っています。皆様の寄付のおか
げで毎年たくさんの奨学生を採用することができています。奨学生達が
米山を卒業した後もロータリー活動を良く理解してそれぞれの分野で活
躍をしてくれています。またお世話をしていただくクラブにおいても奨
学生との交流を通して多くの成果を上げていることを目の当たりにして
いる今日です。自信をもって進んでいきたく思っています。ご協力のほ
どよろしくお願いいたします。
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を行っていきます。各世代間の特徴を理解しながら、それぞ
れが学んだロータリー精神を実践して頂き、世界へ良い事を
しようという人が増えることを目指しています。

地区10年史編纂委員会３年に１度行われます規定審議会や国際ロータリー理事会の決
定事項などを見ていますと、如何に内容がスピ―デイーに変化
をしているかが分かります。こう言ったロータリー激動10年の
中、地区内クラブ、地区委員会、そして地区がどの様にご活躍
されてこられたのか、皆様方にご興味を持って頂けるよう、委
員会一同何度か会合を行って意見を出し合い、また、資料収集
に努めてまいりました。パストガバナーの皆様、各クラブの
リーダーの方々、地区委員会のリーダーの方々にも多大なご協
力を頂きました。紙上をお借りし厚くお礼を申し上げます。有
難うございました。いよいよ最後の詰め、纏め、発刊の運びと
なります。ご協力の程宜しくお願い申し上げます。
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国際ロータリー第 2760 地区
2021-22 年度ガバナー候補の推薦について

第2760地区

当地区は、ガバナーノミニーの選出に、国際ロータリー細則第14条に定める指名委員会手続に
よる方法を採用しています。
ガバナーノミニーは、同条の規定により、ガバナーとして就任する日の直前24か月以上36か月
以内に選出するものとなっています。
よって、ガバナーは各クラブに対し、2021-22年度のガバナー候補を１名、2018年９月７日（金）
までに、地区指名委員会まで推薦されることを要請します。
別紙「ガバナーノミニー候補推薦書」にて、下記ガバナー事務所（地区指名委員会）宛に送付
して下さい。

記

〈ガバナーノミニー候補推薦書〉

【締切日】　2018年9月7日（金）
【送付先】　〒460-0003 名古屋市中区錦二丁目15番15号　豊島ビル3階
　　　　　　国際ロータリー第2760地区ガバナー事務所　地区指名委員会宛
　　　　　　TEL：052-203-2760  　FAX：052-201-1670
　　　　　　 E-mail：governor18-19@rotary2760.org

〈地区指名委員会〉

委 員 長　　　加藤　陽一（PDG）

副委員長　　　服部　良男（PDG）

委　　員　　　田中　正規（PDG）

委　　員　　　近藤　雄亮（PDG）

委　　員　　　神野　重行（PDG）
以上

2018-19年度 ガバナー事務所
e-mail：governor18-19@rotary2760.org　TEL：052-203-2760

◆ お問い合わせ先
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国際ロータリー第 2760 地区
2021-22 年度ガバナー候補の推薦について

第2760地区

当地区は、ガバナーノミニーの選出に、国際ロータリー細則第14条に定める指名委員会手続に
よる方法を採用しています。
ガバナーノミニーは、同条の規定により、ガバナーとして就任する日の直前24か月以上36か月
以内に選出するものとなっています。
よって、ガバナーは各クラブに対し、2021-22年度のガバナー候補を１名、2018年９月７日（金）
までに、地区指名委員会まで推薦されることを要請します。
別紙「ガバナーノミニー候補推薦書」にて、下記ガバナー事務所（地区指名委員会）宛に送付
して下さい。

記

〈ガバナーノミニー候補推薦書〉

【締切日】　2018年9月7日（金）
【送付先】　〒460-0003 名古屋市中区錦二丁目15番15号　豊島ビル3階
　　　　　　国際ロータリー第2760地区ガバナー事務所　地区指名委員会宛
　　　　　　TEL：052-203-2760  　FAX：052-201-1670
　　　　　　 E-mail：governor18-19@rotary2760.org

〈地区指名委員会〉

委 員 長　　　加藤　陽一（PDG）

副委員長　　　服部　良男（PDG）

委　　員　　　田中　正規（PDG）

委　　員　　　近藤　雄亮（PDG）

委　　員　　　神野　重行（PDG）
以上

2018-19年度 ガバナー事務所
e-mail：governor18-19@rotary2760.org　TEL：052-203-2760

◆ お問い合わせ先

「立法案」提出のお願い

第2760地区

■　規定審議会とは
　３年に１度開催。ロータリー活動の基本に係る諸規定の立法機関
　　
■　立法案
　・「制定案」と「決議案」があります。
　・「制定案」は、ＲＩ組織規定（ＲＩ定款・細則・標準ロータリークラブ定款）の

改正を求める立法案です。
　・「決議案」は、ＲＩ組織規定の改正を伴わない形で規定審議会による議決を求

める立法案です。
　・各クラブから提出頂いた立法案は「立法案審議委員会」で審議し、「地区審議会」

の承認を経て、ガバナー確認のうえ、規定審議会へ提出されます。

■　クラブによる立法案提出の手続き
　１．クラブの理事会が会員に立法案を提出し、例会で採択する。
　２．採択された立法案は、クラブが採択したことを証明するクラブ会長と幹事の
　　　署名入り書簡を添えた上で、提出期限までに地区へ送付する。

　　＊詳しくは2016年「手続要覧」P.31-33をご覧下さい。

■　立法案審議委員会
　ガバナー　　　　　　　　　村　井　總一郎
　直前代表議員　　　　　　　岡　部　快　圓
　代表議員　　　　　　　　　江　崎　柳　節
　補欠議員（ガバナー任命）　田　嶋　好　博
　ガバナーエレクト　　　　　伊　藤　靖　祐
　地区幹事　　　　　　　　　佐々木　利　政
　次期地区幹事　　　　　　　南　村　朋　幸

2018-19年度 ガバナー事務所
〒460-0003　名古屋市中区錦2-15-15　豊島ビル３階
e-mail：governor18-19@rotary2760.org　TEL：052-203-2760

◆ 提出先・お問い合わせ先

2022年規定審議会に向け「立法案」の提出をご検討下さい。
提出期限は2018年８月31日（金）です。
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国際ロータリー本部より、「会員の参加を称える各種賞・表彰の概要」について
連絡がまいりましたので、ご案内いたします。
ＲＩ会長賞（ロータリークラブ・ローターアクトクラブ・インターアクトクラブ）
については、地区便覧10～13ページをご確認ください。
その他の賞につきまして以下の通りです。

その他、ロータリー財団及び奉仕のパートナーに関する表彰もございますので、
地区ホームページもご確認ください。

以上

第2760地区

2018-19年度 ガバナー事務所
e-mail：governor18-19@rotary2760.org　TEL：052-203-2760

◆ お問い合わせ先

会員の参加を称える各種賞・表彰の概要について

◎クラブを称える表彰

推薦書式（７月公開
予定）に記入する。
推薦は各地区 1 年
ごとに 1 回のみ

電子形式の表彰状

賞の名称 推薦者 推薦期間
／締切日 推薦手続 表彰形式

意義ある奉仕賞

（旧意義ある業績賞）

クラブ会長が
プロジェクトを
地区ガバナーに
推薦

通年

◎ロータリアンを称える表彰

推薦状を記入する
襟ピンと楯

（国際ロータリー
が送付）

賞の名称 推薦者 推薦期間
／締切日 推薦手続 表彰形式

超我の奉仕賞

地区ガバナーは、
地区ロータリアン
一名を推薦する
ことができる

10 月

　ロータリーの最も名誉ある賞で毎年最大150名のロータリアンが受賞。
　自身の時間や才能を生かしてボランティアで人びと貢献した者が対象（各地区につき一人まで）
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国際ロータリー本部より、「会員の参加を称える各種賞・表彰の概要」について
連絡がまいりましたので、ご案内いたします。
ＲＩ会長賞（ロータリークラブ・ローターアクトクラブ・インターアクトクラブ）
については、地区便覧10～13ページをご確認ください。
その他の賞につきまして以下の通りです。

その他、ロータリー財団及び奉仕のパートナーに関する表彰もございますので、
地区ホームページもご確認ください。

以上

第2760地区

2018-19年度 ガバナー事務所
e-mail：governor18-19@rotary2760.org　TEL：052-203-2760

◆ お問い合わせ先

会員の参加を称える各種賞・表彰の概要について

◎クラブを称える表彰

推薦書式（７月公開
予定）に記入する。
推薦は各地区 1 年
ごとに 1 回のみ

電子形式の表彰状

賞の名称 推薦者 推薦期間
／締切日 推薦手続 表彰形式

意義ある奉仕賞

（旧意義ある業績賞）

クラブ会長が
プロジェクトを
地区ガバナーに
推薦

通年

◎ロータリアンを称える表彰

推薦状を記入する
襟ピンと楯

（国際ロータリー
が送付）

賞の名称 推薦者 推薦期間
／締切日 推薦手続 表彰形式

超我の奉仕賞

地区ガバナーは、
地区ロータリアン
一名を推薦する
ことができる

10 月

　ロータリーの最も名誉ある賞で毎年最大150名のロータリアンが受賞。
　自身の時間や才能を生かしてボランティアで人びと貢献した者が対象（各地区につき一人まで）

2018年7月号
発行：Zones 1 & 2 & 3
ロータリーコーディネーター
ロータリー公共イメージコーディネーター
担当 第１ゾーン

■ 強いクラブを創る
ロータリークラブにおけるすべてのことは満足感に始まり満足感に終わるといわれます。勿論、ロータリアンがクラブ会員
として維持、継続している理由もこの満足感にあると言えるでしょう。例会に出席するのが楽しい、楽しみだ、友人に会え
ると思える環境が満足感をつくりだす第１のステップではないでしょうか。これらの環境は私達共通の目的や指針として、
長い年月をかけて形づくられたものであり、互いの関係や行動の土台として、ロータリーの基本理念である「ロータリーの
目的」「四つのテスト」を大切にしています。そして多くのロータリアンの満足感は奉仕（Service）、親睦（Fellowship）、多様
性（Diversity）、高潔性（Integrity）、リーダーシップ（Leadership）という中核的価値観であらわすことができます。

○ 奉仕（Service）は会員に受け入れられる事業をしているだろうか？会員の参加人数（率）は充分だろうか？社会に
評価されている事業だろうか？等を調査する必要があるのではないでしょうか。

○ 親睦（Fellowship）はどうでしょう。会員間の相互のコミュニケーションは充分にとられているでしょうか？ロータリーの
基本理念を踏まえた討論ができる環境はあるでしょうか？特定の会員に疎外感をあたえる行動はしていないでしょう
か？等などを検討すべきでしょう。

○ 多様性（Diversity）では職業に偏りはありませんか？年齢構成は、若い会員が入会しやすい環境はありますか？女性
会員の比率はどうですか？など様々なアイデアを導入するために多様な会員構成になっているでしょうか？

○ 高潔性（Integrity）については社会的責任としての「四つのテスト」や職業奉仕について自分と職業の倫理向上に役
立つ学びの機会がもたれているでしょうか？

○ リーダーシップ（Leadership）では会員の誰もが自ら進んで様々なロータリー活動に行動できているでしょうか？自分
の考えやアイデアを他の会員に話したり、活躍の場や、それを受け入れる環境づくりがなされているでしょうか？

私達はクラブにおいて、これらの中核的価値観を５段階に分けたアンケート調査で数値化した満足度を調査することで
自分のクラブがどんなクラブであるのかを知ることができます。満足度が高いクラブは今後どのように維持して行けば良い
のかを、また、満足度の低いクラブは何をどのように改善すべきかを検討する必要があります。
クラブの分析をするリソースとしては国際ロータリーの資料「クラブの健康チェック」（2540-JA—(516)）があり、結果に対す
る対処方法のヒントが記述されています。他にもロータリー・リーダーシップ・研究会（RLI）「参加者テキスト資料：戦略計
画とクラブの分析①ロータリークラブ自己評価表」が参考になります。
分析の結果①クラブ現在の状況の把握として長所と短所を振り分ける。②クラブのビジョンを描く。３年先のクラブのなり
たい姿を想像します。③ビジョンに対する具体的な３年計画を立てます。④目標に対する進捗状況の把握と修正を定期
的にします。そして、これらの分析と計画の立案には会員の満足度を向上させるためにも全会員の参加が最も重要です。
戦略計画の立案にはリソースとして国際ロータリーの資料「戦略計画立案ガイド」があります。
強いクラブを創るためには会員の満足度が高くなければなりません。当然のことですが、満足していれば退会者が減少
します。そして、前述したようにロータリーの中核的価値観に基づいた行動をしていれば入会予定者にも魅力的なクラブ
として映るはずです。その結果、会員増強に繋がれば多くのアイデアが生まれ行動するマンパワーにも恵まれることにな
ります。私はすぐにも全てのクラブが「会員満足度調査」をするように提案します。

■ クラブの存続をかけた行動
私は先日あるクラブの会長からメールをいただきました。会員の減少が著しく、この一年間は会員増強にクラブの存続
をかけ全力で運営をしていきたいとのことであります。会員減少の引き金にはロータリーの二つの地区をまたがる市町村
合併もあったようです。掲載の文中のフォーラムのパネリストには近郊クラブの若い会員に受けてもらい新鮮なアイデアを
参考にして立て直しをはかるそうです。必死に頑張っているクラブがあることを知ってほしいとのことでしたので、メールの
一部をクラブや個人が特定される部分は伏せ字として斜体文字で掲載します。
是非とも強いクラブに生まれ変わっていただきたいと心から願うものです。

「創立満40年を来年3月に迎える当クラブは、高齢化等で退会者が増え、本年度はついに会員数が10名を切る危機的
状況になってしまいました。
この危機的状況に直面し、「あ～もう駄目だ」と考えるか、「今一度努力しよう」と考えるかは人によって異なるところですが、
私は「今迄、会員増強に本気で対処して来ただろうか？」と反省し「皆で今一度努力しよう」と考え、この１年間を「○○
ロータリークラブ会員増強特別年度」と位置づけ、会員増強に取り組む決意です。会員各位の最大限のご協力をお願い
致します。
意気込みだけでは成果は上がりません。具体的には本年9月11日にフォーラム（公開討論会）「〇〇みらいロータリークラ
ブ」を開催する計画を立てました。一人でも多くの方々にフォーラムへご参加頂き、ロータリーを正しく知って頂き、ロータ
リーへ参加して頂きたいと考えております。
年度初期にはこの準備に傾注し、フォーラム開催後は多くの方々に当クラブへの加入をお勧めする事に最大限の努力
をし、本年12月末迄には多くの方々に入会して頂きたいと考えています。
私は、現会員全員が発起人になり新たなクラブ「〇〇みらいロータリークラブ」を設立する気概で取り組みたいと考えます。
会員の皆様にも、是非同じ気概で取り組んで頂きたいと考えます。」

第１ゾーンロータリーコーディネーター 酒井正人

Zones 1 & 2 & 3
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6 月 4 日理事会終了後、第 3 代よねやま親善

大使の任命式が行われ、全国各地区の理事が見

守るなか、小沢理事長から委嘱状とタスキが手

渡されました。また、この 6月末で退任となる

第 2代よねやま親善大使の 3 人に、感謝の盾が

贈られました。第 2代親善大使の 3人には任期

を 1年延長して 3 年間、精力的に活動していた

だき、心より感謝申し上げます。 

また、理事会前日の 3日には、第 3代よねや

ま親善大使オリエンテーションを開催。広報委

員会委員長の宇佐見 透氏を講師に迎え、親善

大使の役割や心構えを学んでいただいたほか、

現親善大使から先輩としての体験談を話して

いただきました。 

7 月からは、第 3代よねやま親善大使の 3人

が 2年の任期で活動を開始します。地区の米山

関連行事などに、ぜひお呼びください。招へい

のご相談は、まずは米山奨学会事務局広報担当

（峯・野津）まで。どうぞよろしくお願いいた

します。

6月 4日に第 19 回理事会が開催され、全国か

ら 27 人の理事と監事 3人が出席しました。 

主な議案として、定款変更の件、2018 学年度

採用の件、2019 学年度奨学生採用数と募集要項

の件、2018 年度の事業計画案および収支予算案

の件、2018 年度資産運用方針の件、奨学金給与

規程一部改定の件などが審議されました。また、

理事改選に伴い、役員候補者指名委員会を設置

するため、委員の選任が諮られました。 

すべての議案は原案通り承認され、2019 学年

度の奨学生採用数は前年度比 30 人（枠）増の

850 人（枠）とすることや、海外応募者対象奨

学金が 6年にわたる試行期間を終え、2019 学年

度の正規奨学金プログラムに加わることなど

が決定しました。 

議事終了後は、出席している理事、常務理事

から出されたいくつかの質疑について、忌憚の

ない意見交換の時間を持ちました。

2018.6.13 

Vol.219

第 3 代よねやま親善大使の皆さん 
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5 月までの寄付金は、前年同期と比べて 6.5％

増（普通寄付金：0.6％増、特別寄付金：9.5％

増）、約 8,100 万円の増加となりました。財団設

立 50 周年である今年度は、2年ぶりに 14 億円

を超すことがほぼ確定的となりました。ご寄付

をいただきました皆様に心より感謝いたします。

寄付実績は、普通寄付金・特別寄付金ともに、6

月 29 日（金）までに当会の銀行口座に入金記帳

された分までとなります。ご送金の際には日程

に余裕を持ってお送り下さいますよう、今年度

最後までのご支援をどうぞよろしくお願い申し

上げます。 

韓国米山学友会が 5月 19 日、帰国米山学友歓

迎会を開催し、33人が参加しました。この会は、

韓国へ帰国して間もない元米山奨学生を同学友

会が歓迎するもので、毎年恒例のイベントとな

っています。 

また当日は、

韓国米山学友会

と韓国米山セソ

ウル・ロータリ

ー衛星クラブが

協同で支援する、

日本人奨学生第

3期生の 3人が紹介され、奨学金授与、メンター

（カウンセラー）役の学友との顔合わせが行わ

れました。同奨学金制度は2016年にスタートし、

毎年 2～3人の日本人を支援しています。3期生

の 3人は、啓明大学、慶照大学、東国大学大学

院に通っており、それぞれ 1年間、100 万～200

万ウォンの奨学金を受けながら、韓国での勉学

に励みます。 

2 月 4 日開催の財団設立 50 周年記念式典には、700 人を超える方にご出席いただきました。すで

に、この「ハイライトよねやま」（215 号）や『ロータリーの友』（2018 年 4月号）で概略をご報告

していますが、いよいよその全貌を伝える報告書と記録ＤＶＤが完成します。 

報告書（オールカラー、64 ページ）はＰＤＦ形式で、当会ホームページ 

からご覧いただくことができます。また、記録ＤＶＤ（全再生時 67 分）は、 

チャプター毎にスキップして再生可能です。 

例会や行事での上映にＤＶＤのご要望があれば、 

ご用命ください。 
 

※完成は、6 月 27 日予定

です。送付はそれ以降と

なりますので、あらかじ

めご了承ください。 
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（　　　）

RI第2760地区では本年度もポリオ撲滅に取り組みます。
ポリオは治療法はありませんが、安全な「ワクチン」で予防が可能
です。ロータリアンは勿論、一人でも多くの方々に現状を知ってい
ただき賛同を得ることが必要です。例会時やロータリーデーを通じ
積極的にポリオ撲滅活動の現状を紹介し、一日でも早いポリオ撲滅
を目指していきたいと思います。ご協力よろしくお願いいたします。

監督は、『ロード・オブ・リングス』でゴラム役を演じ、最近では大ヒット作『ブラックパンサー』に出演した俳優アンディ・サ
ーキス。本作で監督デビューを飾ったサーキスさんは、ポリオ撲滅活動「END POLIO NOW」も応援しています。

英国のポリオサバイバーの実話を基にした感動的な映画『ブレス しあわせの呼吸』
（原題『Breathe』）が、今年９月７日に日本全国で公開されます。ぜひロータリア
ンの皆さまだけでなく、ポリオの認知度向上のためにも一人でも多くの方に観てい
ただけるようご協力いただければ幸いです。
本編ホームページや予告編、ポスター、本編オープニングクレジットに協力者とし
てロータリーとEND POLIO NOWのロゴを表示していただいております。

ポリオ撲滅まであと一歩

ポリオの現状

私たちに「出来ること」

ポリオ（急性灰白髄炎）は非常に感染性の高い病気であり、
特に感染しやすいのは５歳未満の子どもです。

ポリオウイルスは人から人へ感染し、最も多いのは汚染水を通じた感染です。
神経系を侵すこともあり、これによって身体のまひを引き起こす可能性があります。

ロータリーとそのパートナー団体は、これまで世界中25億人以上の子どもに
ワクチンを投与する活動を行ってきました。

WPV（野生型ポリオウイルス1型）症例数 ※出典：GPEIホームページ

アフガニスタン 8 件
パキスタン 1 件

（配給元KADOKAWA）

この夏、映画 を是非ご覧下さい…
ポリオ認知度向上推薦映画

2018年６月初旬2008年 2013年

1651 件 369 件
全世界症例数 全世界症例数

現在 9 件
全世界症例数

© 2017 Breathe Films Limited, British Broadcasting Corporation and The British Film Institute. All Rights Reserved
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青少年交換プログラムとは？ 
  
 

歴 史  仕組み－派遣 仕組み－受入 
  ロータリーが保障するもっとも安全で安い留学システム 

 
●1927 年 

コペンハーゲンＲＣで最初の 
交換 

●1961 年 
日本(九州)とオーストラリア 
で交換開始 

●1968 年 
第 260 地区(2760 地区の前身) 
と米国で実施 

 
※全世界では、毎年約 8,000 名の 

高校生が交換留学生として交流 

 (1) ロータリアンの子弟が参加できる 
唯一のロータリープログラム 

(2) 16 歳以上、18 歳半未満(出発時)の 
高校生を対象とする 

(3) 1 ヶ年の長期留学のみ 
春派遣は 3 月に出発し、翌 3 月頃帰国 
夏派遣は 8 月に出発し、翌 7 月か 8 月に帰

国 
(4) 費用は 
①往復旅費及び保険、個人的衣服等  
②出国までの研修関連諸費用 10 万円 
滞在費、食費、学校関係費用(授業料等)
は受入 RC にて負担 

(5) 小遣いとして、＄80～90 程度が毎月支

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

睦をめざす 
 
※派遣先は年度によって異なる  

 (1) 受入時期 (1 カ年) 
8 月下旬：北米、欧州、南米、アジア 

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

(3) ホストファミリーの費用 
食費等の生活費 

(4) ホストファミリー補助金として 
地区委員会より 5 万円／月支給 

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

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

 
   
      

青少年交換プログラム 派遣学生の申し込みから決定まで 
■世界中の高校生が日本への留学を希望しています。 

■あなたのお子さんも参加させてみませんか？ 

■このプログラムなら安心です！ 

■会員の子弟も参加できます！ 

■高校生があなたの世界を拡げます！ 

(募集案内／地区協議会で発表) 
 

(1) 志願書締切日 2018 年 7 月 22 日(日) 
ガバナー事務所青少年交換事務局まで 

 
(2) 選考試験：2018 年 8 月 5 日(日) 
 
(3) 結果発表：2018 年 8 月 10 日(金) までに連絡 
 
(4) その後のスケジュールは、「年間主要計画予定表」 
    http://www.rotary2760.org/committee/ye/ 
 
(5) 派遣人員 10 名以内 
 
(6) 青少年交換プログラムですので、基本は派遣と受入を同数とい

たします。また、交換ですので、派遣と同数の受け入れもお願いいた

します。 

  
 

  
 

 

 

 
〈1968 年～2018 年〉 
(長期)  ●派遣／438 名 
(長期)  ●受入／436 名 
〈2018～2019 年度〉 
(長期)  ●派遣／8 名 
(長期)  ●受入／7 名 

交換実績 第 2760 地区

ホストロータリークラブ 

ホ ス ト フ ァ ミ リ ー

地区内 20ＲＣが未経験です。

ぜひ経験して下さい！ 

 
 
●出発時：16～18 歳 

(18 歳半未満) 
応募は中 3 から可能です 

●ホームスティ 
●現地の高校に進学 
●国際理解と親善 

未来を担う青少年に留学の機会を！ 

Enjoy! 募 集 !

交換留学生は親善大使 
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文　庫　通　信 
ht tp ://www.rotary -bunko.gr. jp

369号

 

〒105-0011
東京都港区芝公園2-6-15  黒龍芝公園ビル３階
TEL（03）3433-6456・FAX（03）3459-7506

http://www.rotary-bunko.gr.jp
開館 ◆ 午前10時～午後5時
休館 ◆ 土・日・祝祭日

ロータリー文庫 

◎ 回首原点
　 －ロータリーの心を尋ねて（その７）　

佐古亮尊　大村北R.C.　2011　224p  　  

◎ ロータリーの心をたずねて　　
富田英壽　2017　104p

◎ “ロータリー”  原点への回帰
　 （IM記録誌）

龍野R.C.　2018　48p 

◎ 横浜港北ロータリークラブ早わかり
　 －新会員、３年未満の会員用教材

横浜港北R.C.   2017　76p　

◎ 第28回ローターアクト研修会並びに
　 第13回アジア太平洋地域
　　　　ローターアクト会議大会報告書

D.2650R.A.C.　2017　33p　        

◎ 社会奉仕委員会
　 2016～2017年度事業報告集

D.2650〔2017〕 184p

◎ DVD／先生、ありがとう
監督・脚本・演出：鈴木一作　
寒河江RC　2012　105分

「ロータリー文庫」は日本ロータリー50周年記念事業の一つとして1970年に創立された
皆様の資料室です。
　ロータリー関係の貴重な文献や視聴覚資料など、約２万４千点を収集・整備し皆様の
ご利用に備えております。閲覧は勿論、電話や書信によるご相談、文献・資料の出版先の
ご紹介、絶版資料についてはコピーサービスも承ります。また、一部資料はホームページ
でPDFもご利用いただけます。
　クラブ事務所にはロータリー文庫の「資料目録」を備えてありますので、ご活用願い
ます。以下資料のご紹介を致します。

上記申込先：ロータリー文庫

申込先：D.2800
　　　　TEL（0237）85-1882

◎ 純ちゃんのコーナー
　（ロータリー３分間情報）PartXVI　

深川純一　伊丹R. C. 　2017　55p

申込先：伊丹R. C. 
　　　　FAX（072）775-1223

◎ ロータリー財団ハンドブック
　（改訂第４版）　　

ロータリー情報研究会　2018　184p

申込先：ロータリー情報研究会
　　　　FAX（050）3730-5737
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2018-19年度〈ガバナー月信〉個人情報 登録方法

ガバナー月信は本来、各クラブの会長・幹事様向けにガバナーより発信される
ものでありますが、文書の電子化等により、現在はすべての会員の皆様に地区ホー
ムページ 上からPDF版をダウンロードしていただくことが可能となっております。
メールマガジン受信の登録をしていただくことにより、毎月ガバナー月信の配信の
お知らせをメールにてお送りさせていただきます。
メールには更新された報告記事や各種最新情報へのアクセスが可能なリンク一覧は
もちろん、メールマガジン自体にも今月号の読みどころ等を掲載しておりますの
で、より早く情報を吸収できると思います。
現在登録されていない方は下記登録方法を参考に今すぐご登録をお願いいたし
ます。一度ご登録いただきますと次年度も再登録の必要なくご利用いただけます。
以前にご登録いただいている方は登録が継続されておりますので、新たに登録をい
ただかなくても結構です。

※配信元メールアドレスはgessin@rotary-2760.orgです。
　ドメイン指定受信設定をされている方は、「rotary-2760.org」からのメールを
　受信できるよう、設定をお願いいたします。

「ガバナー月信」登録
（メールマガジン受信）のご案内

第2760地区
HPより

登録受付中!

HPアドレス 

▲  https://www.rotary2760.org/g18-19/mo2/

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

登録された方には、月信をはじめ各種情報が記載されたメールマガジンが
配信されます。

＊前年度登録されていた方は、再登録の必要はありません。

1
登録フォームに自分のメールアドレスを入力して
「登録」ボタンをクリックする。2
"governor18-19@rotary2760.org" よりメールを自動で返信いたします。
メール本文の中の「購読を認証する。」をクリックすると登録完了です。3

登録フォームは、
メニュー ＞ 月次報告 ＞ 月信PDFページ 
最下部にあります。

会員の皆様どなたでもご登録いただけます

第2760地区
｢ガバナー月信｣登録のご案内
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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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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

月信用編集版
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強 調 事 項

2018－19
RIテーマ

イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
な
ろ
う

■ 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

2018-19 地区便覧 月信用編集版
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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

392018-19 Rotary International District 2760



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

2018-19 地区便覧 月信用編集版

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 月信用編集版

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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地 区 諮 問 委 員 会

地 区 指 名 委 員 会

立法案審議委員会

副 ガ バ ナ ー

地区戦略計画委員会

地区研修リーダー

ガバナー補佐
（８分区）

地 区 副 幹 事
地 区スタッフ

Ｄ Ｌ グ ル ー プ

危 機 管 理 委 員 会

地区決議会合
・地区大会
・地区審議会（随時）
・地区研修・協議会
・ＰＥＴＳ

地 区 副 会 計 長地 区 会 計 長

地 区 副 監 事地 区 監 事

ガバナーエレクト

ガバナーノミニー

地 区 監 査 役

特別委員会（期間限定）

TEAM MURAI （＊）

地 区 財 務 委 員 会

拡 大 委 員 会

研 修 委 員 会

会 員 増 強 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

公共イメージ向上委員会

地区大会企画委員会

ロータリー財団監査委員会

ロータリー財団委員会

米山記念奨学委員会

学 友 委 員 会

インターアクト委員会

ローターアクト委員会

Ｒ Ｙ Ｌ Ａ 委 員 会

青 少 年 交 換 委 員 会

分 区 幹 事

地 区 幹 事

地 区 事 務 長

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・
平和フェローシップ委員会

ガバナー

＊TEAM MURAIは委員会ではありませんが、地区運営に関し、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。
　また、必要に応じガバナー補佐等も同席を求める場合があります。（2019年６月まで）

地区10年史編纂委員会

Ｗ ＦＦ 実 行 委 員 会

2018-19 地区便覧 月信用編集版
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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
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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）
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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

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
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

委員会主要行事日程表
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開催日 曜日 時間 会合名 開催場所
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
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1950年代

1970年代

1980年代

1990年代

2000年代

1960年代
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碧
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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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10

15

20

25

数
ブ
ラ
ク
立
設

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 月信用編集版
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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

14

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

2018-19 地区便覧 月信用編集版
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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。

第2760地区
ガバナー補佐訪問日程表
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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
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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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クラブ会長・幹事紹介

事
務
所

例
会
場

平林 伸康 水野 隆芳
会長

ひらばやし  のぶやす

南尾張分区

半田
RC

1999.12.9 入会
2003-04 役員・幹事
2013-14 理事・職業奉仕委員長
2014-15 理事・クラブ奉仕委員長
2015-16 理事・社会奉仕委員長
2017-18 役員・会長エレクト
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
第５回米山功労者

〒475-0874 半田市銀座本町1-1-1
 半田商工会議所2F
TEL 0569-21-0301  FAX 0569-26-3100
E-mail info@handa-rc.jp
URL http://www.handa-rc.jp

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

（有）共育舎
代表取締役 

例 会 日
開会時間

木
12：30

ロータリー歴

幹事

みずの  たかよし

2005.1.13 入会
2012-13 理事・会場親睦担当
2014-15 理事・副幹事
2015-16 副Ｓ．Ａ．Ａ．
2016-17 理事・青少年奉仕委員長
2017-18 理事・社会奉仕委員長
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
ポール・ハリス・フェロー
第３回米山功労者 

（株）ティエムアイコーポレーション
代表取締役

ロータリー歴

例
会
場

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

事
務
所

伊奈 一郎 新井 富雅  
会長

いな  いちろう

南尾張分区

常滑
RC

1991.1.1 入会
2001-02 幹事
2011-13 地区恒久基金・大口寄付委員長
2011-13 クラブ奉仕委員長
2013-14 社会奉仕委員長
2017-18 会長エレクト
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
ベネファクター  

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

伊奈組
代表

ロータリー歴

幹事

あらい  とみまさ

2000.1.7 入会 
2009-10 国際奉仕委員長 
2012-13 社会奉仕委員長 
2013-14 職業奉仕委員長 
2015-16 国際奉仕委員長
2017-18 副幹事 
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
ポール・ハリス・フェロー

常滑運輸（株）
代表取締役

ロータリー歴

例
会
場

〒476-0015 東海市東海町4-70-1
 公園クラブ
TEL 052-603-1009  FAX 052-603-1089

事
務
所

佐藤 雅之    小野 偉稔 
会長

さとう  まさゆき

南尾張分区

東海
RC

2003.6.11 入会
2005-06 親睦活動委員長
2006-07 会員増強委員長
2009-10 幹事
2014-15 副会長
2016-17 南尾張分区 分区幹事
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
ポール・ハリス・フェロー

〒476-0013 東海市中央町4-2
 東海市立商工センター 305
TEL 0562-33-8255  FAX 0562-33-8257
E-mail tokai-rc@ma.medias.ne.jp
URL http://www.medias.ne.jp/~tokai-rc/

三笠電子工業（株）
代表取締役社長

ロータリー歴

幹事

おの  よりとし

2013.7.3 入会
2015-16 出席委員長
2016-17 親睦活動委員長
2017-18 副幹事

（資）小野乳業
代表社員

ロータリー歴

例
会
場

〒470-2102 知多郡東浦町大字緒川字旭6-2
 ル・グランジュール
TEL 0562-85-2525

事
務
所

大橋 正紀   間瀬 健市 
会長

おおはし  まさのり

南尾張分区

東知多
RC

2009.1.18 入会
2014-15 理事・財団・米山委員長
2015-16 理事・社会奉仕委員長
2016-17 理事・役員副会長
2017-18 理事・役員会長エレクト
2018-19 理事・役員会長

〒470-2102 知多郡東浦町大字緒川字旭6-2
 イオンモール東浦別棟1階502区画
TEL 0562-82-2101  FAX 0562-82-2102
E-mail higashichita.rc@gmail.com
URL http://hcrc2760.org

（株）小島産業
代表取締役

ロータリー歴

幹事

ませ  けんいち

2015.7.12 入会
2016-17 親睦活動委員長
2017-18 副幹事
2018-19 役員・幹事

（有）オレンジアップ
代表取締役 

ロータリー歴

例
会
場

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

事
務
所

山本 愼治   蜷川 勝己   
会長

やまもと  しんじ

南尾張分区

半田南
RC

2004.11.2 入会
2007-08 環境保全委員長
2015-16 地区米山記念奨学委員会委員
2016-17 地区米山記念奨学委員会委員
2017-18 地区米山記念奨学委員会委員
2017-18 会長エレクト
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
第１回米山功労者

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

（株）大清工務店
代表取締役会長

ロータリー歴

幹事

にながわ  かつみ

2008.5.13 入会
2013-14 国際奉仕委員長
2016-17 青少年奉仕委員長
2017-18 副幹事
    

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
ポール・ハリス・フェロー
第１回米山功労者

蜷川設備
代表

ロータリー歴

例
会
場

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

事
務
所

竹内 義将 阿知波 久晴
会長

たけうち  よしまさ

南尾張分区

知多
RC

1998-99 幹事
2002-03 会長
2014-15 ＳＡＡ
2015-16 副会長
2016-17 会計
2017-18 会長エレクト
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
ポール・ハリス・フェロー
米山功労者

〒478-0017 知多市新知字下森11-1
 知多市商工会館2F
TEL 0562-55-0900  FAX 0562-55-9999
E-mail info@chita-rotary.org
URL http://www.chita-rotary.org

　

ロータリー歴

幹事

あちわ  ひさはる

2015.7 入会
2016-17 出席会場副委員長
2017-18 親睦委員長
2017-18 副幹事

（株）阿知波設備
代表取締役

ロータリー歴

例 会 日
開会時間

金
12：30

例 会 日
開会時間

水
12：30

例 会 日
開会時間

木
12：30

例 会 日
開会時間

月
12：30

例 会 日
開会時間

火
12：30

第2760地区
クラブ会長・幹事 紹介
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2009.1 入会
2012-13 クラブ会長
2015-16 西尾張分区ガバナー補佐
2016-17 地区RLI研修委員会
2017-18 地区研修実行委員会

ロータリー歴
2015.8 入会
2016-17 クラブ会員増強委員長
2017-18 クラブ会員増強委員

ロータリー歴
2009.11.13 入会
2012-13 新世代奉仕委員長
2013-14 副幹事
2014-15 幹事
2016-17 会場・広報・会報・雑誌委員長
2017-18 会長エレクト
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
ポール・ハリス・フェロー

ロータリー歴
2011.12.1 入会
2013-14 副会長
2014-15 親睦活動委員長
2016-17 会員増強委員長
2017-18 副幹事、職業奉仕委員長

ロータリー歴

1995.1.1 入会
1997-98 国際奉仕委員長
2002-03 幹事
2014-15 社会奉仕委員長
2015-16 職業奉仕委員長
2017-18 会長エレクト
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
ポール・ハリス・フェロー
第３回米山功労者

ロータリー歴
1999.1.1 入会
2006-07 青少年奉仕委員長
2009-10 親睦活動委員長
2014-15 S.A.A.
2015-16 プログラム委員長

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
ポール・ハリス・フェロー
第３回米山功労者

ロータリー歴
1995.12.8 入会
1997-98 クラブ会報委員長
2005-06 役員・幹事
2013-14 役員・副会長
2015-16 理事・ロータリー財団委員長
2017-18 役員・会長エレクト兼副会長
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
ベネファクター／米山功労者

ロータリー歴
2013.4.19 入会
2014-15 会場副委員長
2015-16 会員増強委員長
2016-17 青少年奉仕副委員長
2017-18 幹事エレクト

ロータリー歴

2003.7.1 入会
2015-16 副幹事
2015-16 国際奉仕・ロータリー財団委員長
2016-17 幹事
2017-18 会長エレクト

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
ポール・ハリス・フェロー
第２回米山功労者

ロータリー歴
2016.4.1 入会
2017-18 副幹事
2017-18 会員増強退会防止委員長

ロータリー歴

例
会
場

〒474-8503 大府市中央町5-70
 大府商工会議所3F

事
務
所

加藤 正俊 伊藤　誠
会長

かとう  まさとし

南尾張分区

大府
RC

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

カリモク家具（株）
取締役社長

幹事

いとう  まこと

（株）伊藤プラスチック工業
代表取締役

例
会
場

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

事
務
所

榊原　讓 山口 元彦
会長

さかきばら  じょう

西尾張分区

一宮
RC

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

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

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

榊原建設（株）
代表取締役社長

幹事

やまぐち  もとひこ

（名）山口商店
代表社員

例
会
場

事
務
所

伊藤 哲朗 𠮷𠮷 𠮷𠮷
会長

いとう  てつお

西尾張分区

津島
RC

（株）綿新商店
代表取締役社長

幹事

よしだ  やすひろ

𠮷𠮷建設（株）
代表取締役

例
会
場

事
務
所

平松 清美 水谷 英一郎
会長

ひらまつ  きよみ

西尾張分区

尾西
RC

心の文化研究所寺子屋
理事長

幹事

みずたに  えいいちろう

（株）東洋土地建物
代表取締役

例
会
場

事
務
所

𠮷𠮷 哲𠮷 山本 小夜美 
会長

よしだ  てつお

西尾張分区

一宮北
RC

（有）文正堂書店
代表取締役

幹事

やまもと  さよみ

（株）山運
取締役会長

例 会 日
開会時間

金
12：30

例 会 日
開会時間

木
12：30

例 会 日
開会時間

金
12：30

例 会 日
開会時間

金
12：30

例 会 日
開会時間

月
12：30

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

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

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

〒491-0858 一宮市栄4-6-8
 一宮商工会議所ビル5F
TEL 0586-24-1961 FAX 0586-71-4390
E-mail rc138n@minos.ocn.ne.jp
URL http://rc138n.sakura.ne.jp
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2005.9 入会
2008-09 SAA
2010-11 親睦活動委員長
2012-13 幹事
2015-16 国際奉仕委員長
2017-18 会長エレクト
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
第２回米山功労者

ロータリー歴
2011.2 入会
2013-14 国際奉仕委員長
2014-15 副SAA
2015-16 SAA
2016-17 クラブ会報委員長
2017-18 副幹事
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
ポール・ハリス・フェロー
準米山功労者

ロータリー歴

2012-13 クラブ管理運営委員会
2013-14 副会長
2014-15 職業奉仕委員長
2015-16 副幹事
2016-17 幹事
2017-18 会長エレクト
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
ポール・ハリス・フェロー
第１回米山功労者

ロータリー歴
2013-14 入会
2013-14 クラブ管理運営委員会
2014-15 同上
2015-16 同上
2016-17 クラブ管理運営副委員長
2017-18  副幹事
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
ポール・ハリス・フェロー

ロータリー歴
2008.10.5 入会
2014-15 理事・副幹事
2015-16 役員・幹事
2017-18 役員・会長エレクト

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
ポール・ハリス・フェロー

ロータリー歴
2011.7.6 入会
2014-15 理事・社会奉仕委員長
2016-17 役員・副会長
2017-18 理事・副幹事

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
ポール・ハリス・フェロー

ロータリー歴

2003.10.1 入会
2008-09 親睦活動委員長
2010-11 幹事
2013-14 会員組織委員長
2014-15 国際奉仕委員長
2017-18 会長エレクト
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
ポール・ハリス・フェロー
ベネファクター

ロータリー歴
2009.4.1 入会
2011-12 ニコボックス委員長
2012-13 会場委員長
2013-14 親睦活動委員長
2016-17 国際奉仕委員長
2017-18 副幹事

ロータリー歴
2008.1.7 入会
2010-11 副幹事
2011-12 幹事
2013-14 青少年奉仕委員長
2015-16 国際奉仕委員長
2017-18 会長エレクト
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
米山功労者

ロータリー歴
2009.12.7 入会
2014-15 親睦活動委員長
2015-16 会員増強委員長
2016-17 職業奉仕委員長
2017-18 副幹事

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
ポール・ハリス・フェロー

ロータリー歴

例
会
場

事
務
所

大竹 敬一  加藤　徹
会長

おおたけ  けいいち

西尾張分区

あま
RC

（株）大竹製作所
代表取締役社長

幹事

かとう  とおる

（株）加藤建設
取締役社長

例
会
場

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

事
務
所

小島 洋一 高桑 宏幸
会長

こじま  よういち

西尾張分区

稲沢
RC

〒492-8213 稲沢市高御堂1-2-1
 林商事ビル1階
TEL 0587-24-0740  FAX 0587-89-0265
E-mail rcinazawa@gmail.com
URL http://www.inazawa-rc.org/

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

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

〒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17Fルピナス
TEL 052-584-1111

〒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2225号室
TEL 052-533-8521  FAX 052-533-8545
E-mail info@nagoyakiyosu-rc.jp
URL http://www.nagoyakiyosu-rc.jp 〒450-0002 名古屋市中村区名駅1-2-4

 名鉄グランドホテル11F （第2､3例会日）
TEL 052-582-2232
〒452-0818 名古屋市西区山田町上小田井東古川3117
 CBC自動車学校 （第1、4例会日）
TEL 052-501-0528

〒481-0004 北名古屋市鹿田坂巻5-1
TEL 0568-25-4701  FAX 0568-25-4702
E-mail kita2a-owarichuo-rc@rhythm.ocn.ne.jp
URL http://owarichuo-rc.jpn.org/

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

〒491-0858 一宮市栄4-6-8
 一宮商工会議所ビル5F
TEL 0586-24-1959  FAX 0586-71-4390
E-mail icrc@alpha.ocn.ne.jp
URL http://www.138crc.com

（株）愛和産業
代表取締役

幹事

たかくわ  ひろゆき

（株）高桑鋼業
代表取締役

例
会
場

事
務
所

水野 豊秋 今泉 明広
会長

みずの  とよあき

西尾張分区

名古屋清須
RC

（株）ヤスウラ設計
代表取締役所長

幹事

いまいずみ  あきひろ

（株）ビジネスアシスト 
代表取締役

例
会
場

事
務
所

鈴木 雅貴 松浦 正義
会長

すずき  まさき

西尾張分区

尾張中央
RC

（株）名古屋乳機
代表取締役

幹事

まつうら  まさよし

（株）東洋特殊化学
代表取締役

例
会
場

事
務
所

伊藤 恒二郎 山田 秀代
会長

いとう  こうじろう

西尾張分区

一宮中央
RC

（株）ケーアイ
代表取締役

幹事

やまだ  ひでよ

山田自動車工業
相談役

例 会 日
開会時間

水
12：30

例 会 日
開会時間

月
12：30

例 会 日
開会時間

火
12：30

例 会 日
開会時間

水
12：30

例 会 日
開会時間

水
18：00
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1991.9.13 入会
1997-98 役員・親睦委員長
1998-99 理事・国際奉仕委員長
2000-01 役員・副幹事
2001-02 役員・幹事
2017-18 理事・会長エレクト
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
ポール・ハリス・フェロー
米山功労者

ロータリー歴
2012.12 入会
2014-15 ニコボックス委員長
2015-16 出席委員長
2016-17 理事・職業奉仕委員長
2017-18 幹事・副幹事

ロータリー歴
2011 入会
2013-14 親睦活動副委員長
2014-15 プログラム委員長、副幹事
2015-16 幹事
2016-17 親睦活動委員長
2017-18 会長エレクト

ロータリー歴
2004.12 入会 
2011-12 プログラム委員長・副幹事 
2012-13 幹事 
2017-18 プログラム委員長・副幹事

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
財団の友／ポリオプラス

ロータリー歴

2002.12.12 入会
2006-07 地区R財団研究グループ交換委員会委員
2007-08 役員・副幹事
2009-10 役員・幹事
2013-14 理事・会員増強委員長
 地区ローターアクト委員会委員
2014-15 地区ローターアクト委員会副委員長
2016-17 役員・SAA
2017-18 役員・会長エレクト
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
ポール・ハリス・フェロー

ロータリー歴
2009.12.19 入会
2012-13 役員・副幹事
2013-14 理事・国際奉仕委員長
2014-15 理事・親睦委員長
2015-16 理事・国際奉仕委員長
2016-17 東尾張分区分区幹事
2017-18 理事・会員増強委員長

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
ポール・ハリス・フェロー

ロータリー歴
2006.3.7 入会
2009-10 地区RAC委員
2010-11 地区RAC副委員長
2015-16 副幹事
2016-17 幹事
2017-18 会長エレクト
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
ポール・ハリス・フェロー
米山準功労者／財団の友

ロータリー歴
2008.6.4  入会
2014-15 親睦活動委員長
2015-16 国際奉仕委員長
2016-17 会計
2017-18 副幹事

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
財団の友

ロータリー歴

2001.9.26 入会
2006-07 国際奉仕委員会委員長
2011-12 幹事
2013-14 職業奉仕委員会委員長
2015-16 地区スタッフ
2016-17 副会長／クラブ奉仕委員会委員長
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
米山功労者

ロータリー歴
2008.1.9 入会
2015-16 青少年奉仕委員会委員長
2016-17 社会奉仕・RCC委員会委員長
2014-16 地区国際奉仕委員会委員
2015-16 地区スタッフ
2016-18 地区国際奉仕委員会副委員長
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー

ロータリー歴
2003.7.8 入会
2008-09 理事・社会奉仕委員長
2010-11 理事・職業奉仕委員長
2014-15 役員・副会長
2016-17 広報・雑誌委員長
2017-18 役員・会長エレクト／会員増強委員長
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
第２回米山功労者

ロータリー歴
2004.11.16 入会
2008-09 理事・新世代委員長
2012-13 理事・国際奉仕委員長
2014-15 役員・副幹事
2017-18 理事・親睦活動委員長

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

ロータリー歴

例
会
場

事
務
所

日比野 万喜男 稲垣 圭次
会長

ひびの  まきお

東尾張分区

犬山
RC

日比野万喜男建築設計事務所
代表

幹事

いながき  けいじ

永光建設（株）
代表取締役

例
会
場

事
務
所

山本 英雄 山田　拓
会長

やまもと  ひでお

東尾張分区

瀬戸
RC

中部電磁器工業（株）
代表取締役

幹事

やまだ  ひろむ

（株）コーワ旅行センター
代表取締役

例
会
場

事
務
所

片平 博己 波多野 智章
会長

かたひら  ひろみ

東尾張分区

江南
RC

（株）サインズコーナン
代表取締役

幹事

はたの  ともあき

（株）波多野工務店
代表取締役

例
会
場

事
務
所

長尾 秀義 山本 邦夫
会長

ながお  ひでよし

東尾張分区

小牧
RC

（株）ワールド・クリーン
代表取締役

幹事

やまもと  くにお

（株）幸建
代表取締役

例
会
場

事
務
所

川瀬 治通 古屋 義夫
会長

かわせ  はるみち

東尾張分区

春日井
RC

（医）雄志会
川瀬医院 理事長

幹事

ふるや  よしお

BBインターナショナル
取締役社長

例
会
場

事
務
所

森井 晴生 桜井 雅博
会長

もりい  はるお

東尾張分区

尾張旭
RC

（宗） 天理教名古屋大教会
代表役員（会長）

幹事

さくらい  まさひろ

（株）アルファスタッフ
代表取締役社長

例 会 日
開会時間

水
12：30

例 会 日
開会時間

火
12：30

例 会 日
開会時間

木
12：30

例 会 日
開会時間

水
12：30

例 会 日
開会時間

金
12：30

例 会 日
開会時間

金
12：30

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

〒489-8511 瀬戸市見付町38-2
 瀬戸商工会議所3F
TEL 0561-84-1160  FAX 0561-84-0116
E-mail setorc@titan.ocn.ne.jp
URL https://www.setorotary.com/

〒484-0082 犬山市犬山北古券107-1
 名鉄犬山ホテル
TEL 0568-61-2211  FAX 0568-62-5750

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

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

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

〒485-0029 小牧市中央1-260 名鉄小牧駅ビル3F
  小牧コミュニティホール
TEL 0568-73-6900  FAX 0568-73-6911

〒485-0041 小牧市小牧5-253
 小牧商工会議所会館5F
TEL 0568-72-7770  FAX 0568-75-1870
E-mail info@komaki-rc.jp
URL http://www.komaki-rc.jp/

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

〒486-0844 春日井市鳥居松町5-45
 春日井商工会議所5F
TEL 0568-81-8498  FAX 0568-82-0265
E-mail ksgi-rc@gaea.ocn.ne.jp
URL http://www.kasugai-rc.jp

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

〒488-0801 尾張旭市東大道町原田2570-3
 尾張旭市商工会館内3F
TEL 0561-54-1263  FAX 00561-54-8945
E-mail jimu@owariasahi-rc.org
URL http://owariasahi-rc.org

クラブ会長・幹事 紹介

76 2018-19 Rotary International District 2760



2013-14 入会 
2014-15 親睦・プログラム委員 
2015-16 青少年奉仕委員長 
2016-17 青少年奉仕委員長 
2017-18 会長エレクト

ロータリー歴
2002-03 入会
2010-11 幹事
2013-14 分区副幹事・幹事・会長エレクト
2014-15 会長
2016-17 クラブ奉仕委員長
2017-18 副幹事
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
ポール・ハリス・フェロー

ロータリー歴
1990.7.1 入会（D2600 上田東RC）
1999-00 役員・幹事（D2600 上田東RC）
2001-05 地区青少年交換委員会委員長（D2600）
2005-07 地区国際奉仕委員会委員長（D2600）
2007-10 地区危機管理委員会委員長（D2600）
2016.7.1 移籍入会 愛知ロータリー Eクラブ 
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
第３回米山功労者

ロータリー歴
2014.5.21 愛知REC 入会 
2017-18 クラブ 会場監督

ロータリー歴

1991.7.1 入会
2004-05 会長エレクト・副会長
2005-06 会長　
2009-10 幹事
2017-18 会長エレクト・副会長

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
ベネファクター／第１回米山功労者

ロータリー歴
2017.1.31 入会
2017-18 クラブ青少年奉仕委員長
2017-18 クラブ広報委員長

ロータリー歴
2012.5.15 入会
2013-14 理事・国際奉仕委員長
2014-15 理事・副幹事
2015-16 役員・幹事
2016-17 理事・社会奉仕・環境保全委員長
2017-18 役員・会長エレクト
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
ポール・ハリス・フェロー

ロータリー歴
2006.7.6 入会
2008-09 理事・新世代委員長
2011-12 役員・SAA委員長
2013-14 役員・会計
2016-17 理事・親睦活動委員長
2017-18 理事・副幹事
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
ポール・ハリス・フェロー

ロータリー歴

2001.7.2 入会
2009-10 理事・国際奉仕委員長
2011-12 役員・副幹事
2012-13 役員・幹事
2015-16 理事・親睦活動委員長
2017-18 役員・会長エレクト
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
第１回米山功労者

ロータリー歴
2004.5.10 入会 
2010-11 理事・国際奉仕委員長 
2015-16 理事・国際奉仕委員長 
2017-18 役員・副幹事

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー

ロータリー歴
2004.7.6 入会 
2011-12 副幹事 
2012-13 幹事 
2013-14 35周年実行幹事 
2015-16 社会奉仕委員長 
2017-18 会長エレクト 
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
第１回米山功労者

ロータリー歴
2013.5.7 入会
2015-16 親睦活動副委員長
2016-17 親睦活動委員長
2017-18 副幹事

ロータリー歴

例
会
場

事
務
所

加藤 雅人 伊藤 敦司
会長

かとう  まさと

東尾張分区

瀬戸北
RC

（株）國富
代表取締役

幹事

いとう  あつし

セイコー産業（有）
代表取締役

例
会
場

事
務
所

山北 秀和 安川 正勝
会長

やまきた  ひでかず

東尾張分区

名古屋空港
RC

中日実業（株）
代表取締役

幹事

やすかわ  まさかつ

（有）ウェイブ
代表取締役

例
会
場

事
務
所

井上 隆義 野崎  要
会長

いのうえ  たかよし

東尾張分区

岩倉
RC

井上皮膚科
院長

幹事

のざき  かなめ

（株）サーモテクノス
代表取締役

事
務
所

奥村 一憲 岩田 貴子
会長

おくむら  かずのり

東尾張分区

名古屋城北
RC

（株）タツミ
代表取締役

幹事

いわた  たかこ

（合）エス商会
社長

例
会
場

事
務
所

奥野 悦弥 伊藤 広治
会長

おくの  えつや

東尾張分区

愛知長久手
RC

エム・オーヒューマンサービス（株）
代表取締役社長

幹事

いとう  ひろはる

藍いろ工房（株）
代表取締役

例
会
場

事
務
所

小山 陽三 西込 修詞
会長

こやま  ようぞう

東尾張分区

愛知REC

上田エレクトロニクス（株）
代表取締役

ソニー生命保険（株）
名古屋ライフプランナーセンター第２支社
ライフプランナー

幹事

にしこみ  しゅうじ

例 会 日
開会時間

月
12：30

例 会 日
開会時間

火
12：30

例 会 日
開会時間

火
12：30

例 会 日
開会時間

火
12：30

例 会 日
開会時間

毎週水曜0時～
　翌火曜24時

例 会 日
開会時間

火
12：30

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

〒450-0002 名古屋市中村区名駅4-3-10
 東海ビル606号
TEL 052-561-2405  FAX 052-571-2867
E-mail rongoapt@mta.biglobe.ne.jp
URL http://www.rcngoapt.com

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

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

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

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

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

〒460-0008 名古屋市中区栄2-4-11
 チサンマンション広小路906号
TEL 052-201-1141  FAX 052-201-5679
E-mail t-jrc@ceres.ocn.ne.jp
URL http://www.nagoyajyohokurc.org/

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

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

ウェブサイト上

〒386-0012 長野県上田市中央3-2-20
 美盛堂内
TEL 080-3008-5843  FAX 020-4624-4642
E-mail info@aichi-eclub.jp
URL http://aichi-eclub.jp
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1997.2.27 入会
2005-06 幹事 
2008-09 地区副幹事 
2017-18 西名古屋分区幹事

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

ロータリー歴
2001.7.4 入会
2008-09 地区スタッフ ・ 地区総務副委員長
2012-13 地区IT委員長
2013-14 地区広報委員長
2014-16 地区IT委員長
2016-18 『ロータリーの友』地区代表委員 
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
メジャードナー／ベネファクター
米山功労者（８回）

ロータリー歴
1997.12.22 入会
2000-01 会計監査委員長
2002-03 理事・副SAA
2003-04 理事・親睦活動委員長
2015-16 会計監査委員長
2017-18 役員・会長エレクト
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
ポール・ハリス・フェロー
米山功労者（マルチプル）

ロータリー歴
2007.12.3 入会
2010-11 雑誌委員長
2013-14 理事・親睦活動委員長
2015-16 広報・雑誌委員長
2016-17 理事・プログラム委員長
2017-18 理事・副幹事
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
ポール・ハリス・フェロー
米山功労者（マルチプル）

ロータリー歴

2008.1.23 入会
2010-11 出席委員会委員長
2012-13 理事　社会奉仕委員会委員長
2013-14 環境保全委員会委員長
2017-18 役員　会長エレクト
2014-18 地区職業研修チーム委員会副委員長

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー +４
ベネファクター／第１回米山功労者

ロータリー歴
2005.3.30 入会
2009-10 会場委員会委員長
2011-12 理事　社会奉仕委員会委員長
2012-13 ニコボックス委員会委員長
2013-14 理事　親睦活動委員会委員長
2015-16 ロータリー財団委員長
2016-17 役員　SAA
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー +３
第４回米山功労者

ロータリー歴
1990.11.2 入会
2000-01 役員・幹事
2004-05 理事・国際奉仕委員長
2007-08 理事・社会奉仕委員長
2012-13 理事・プログラム委員長
2017-18 役員・会長エレクト
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
ベネファクター／第３回米山功労者

ロータリー歴
2012.4.6 入会 
2016-17 親睦活動委員長
2017-18 副幹事

ロータリー歴

1995.7.4 名古屋RC入会
2000-01 一般広報委員長
2010-11 米山記念奨学委員長
2013-14 ロータリー財団委員長
2017-18 会長エレクト
2018-19 会長
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
1999.7 ポール・ハリス・フェロー
2013.11 ベネファクター

ロータリー歴
2012.1.17 名古屋RC入会
2013-14 親睦活動委員長
2015-16 S.A.A.
2016-17 社会奉仕委員長
2017-18 副幹事
2018-19 幹事

ロータリー歴
1992.6.4 名古屋西RC入会
2003-04 役員・幹事
2005-06 地区副幹事（髙橋 治朗ガバナー年度）
2008-09 理事･社会奉仕委員長
2010-11 理事・職業奉仕委員長
2014-15 役員・副会長
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
ポール・ハリス・フェロー
第１回米山功労者

ロータリー歴
2010.3.18 名古屋西RC入会
2012-13 ソングリーダー委員長
2014-15 理事・親睦活動委員長
2016-17 会場運営委員長・副S.A.A.
2017-18 副幹事

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
ポール・ハリス・フェロー

ロータリー歴

例
会
場

事
務
所

一柳　伸 傍嶋 誠一
会長

いちやなぎ  しん

西名古屋分区

名古屋西
RC

（株）一柳葬具總本店
常務取締役

幹事

そばじま  せいいち

（株）エフスリィー
代表取締役

例
会
場

事
務
所

三輪 　弘 川村 晃司
会長

みわ  よしひろ

西名古屋分区

名古屋
RC

興和（株）
代表取締役社長

幹事

かわむら  こうじ

（株）三晃社
代表取締役社長

例
会
場

事
務
所

田島 伸也 棚橋　顯
会長

たじま  しんや

西名古屋分区

名古屋みなと
RC

（医） 伸葉会
理事長

幹事

たなはし  あきら

（有）大成石油商会
代表取締役

例
会
場

事
務
所

吉川 公章 片桐　満
会長

よしかわ  こうしょう

西名古屋分区

名古屋南
RC

（社医） 宏潤会 大同病院
名誉理事長／相談役

幹事

かたぎり  みつる

（株）片桐工作所
代表取締役社長

例
会
場

事
務
所

山田　順 山田 典廣
会長

やまだ  じゅん

西名古屋分区

名古屋中
RC

山田順公認会計士事務所
所長

幹事

やまだ  すけひろ

（株）すけひろや
代表取締役社長

例
会
場

事
務
所

白木 良彦 尾本 和弘
会長

しろき  よしひこ

西名古屋分区

名古屋東南
RC

シロキコーポレーション（株）
代表取締役社長

幹事

おもと  かずひろ

（株）伸栄商会
代表取締役社長

例 会 日
開会時間

火
12：30

例 会 日
開会時間

木
12：30

例 会 日
開会時間

水
12：30

例 会 日
開会時間

金
12：30

例 会 日
開会時間

月
12：30

例 会 日
開会時間

水
12：30

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

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

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

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

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

〒460-8608 名古屋市中区錦1-19-30
 名古屋観光ホテル内
TEL 052-221-6533  FAX 052-222-3626
E-mail info@nagoyasouth-rc.jp
URL http://www.nagoyasouth-rc.jp/

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

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

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

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

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

〒460-0003 名古屋市中区錦1-19-30
 名古屋観光ホテル内
TEL 052-231-1687  FAX 052-202-1703
E-mail info@nagoyanaka-rc.org
URL http://www.nagoyanaka-rc.org
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2009.3.4 入会 
2010-11 国際奉仕委員会副委員長 
2013-14 出席・ニコボックス委員長 
2014-15 会場運営（プログラム）副委員長、理事
2015-16 ロータリー財団・米山奨学会副委員長・
 25周年記念実行委員 
2017-18 会長エレクト・役員
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
米山功労者

ロータリー歴
2013.11.20 入会
2013-14 クラブ情報委員 
2014-15 クラブ情報委員会副委員長
2015-17 クラブ情報委員会委員長
2017-18 役員・副幹事

〈地区〉 役員・地区スタッフ
 公共イメージ向上委員会
 地区10年史編纂委員会

ロータリー歴
2010.7.15 入会
2013-14 理事・副幹事、
 プログラム・クラブ会報広報委員長
2014-15 役員・幹事
2015-16 理事・国際奉仕委員長
2016-17 ロータリー研修委員長
2017-18 役員・会長エレクト
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
ポール・ハリス・フェロー
米山功労者／米山功労法人

ロータリー歴
2015.1.8 入会
2016-17 親睦活動・出席副委員長 
2017-18 理事・副幹事

ロータリー歴

2005.7.4 入会 
2011-12 役員・社会奉仕委員長 
2015-16 役員・SAA委員長 
2016-17 役員・副会長 
2017-18 役員・会長エレクト
 
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
第１回米山功労者

ロータリー歴
2012.7.2 入会 
2016-17 役員・社会奉仕委員長 
2017-18 役員・副幹事

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
ポール・ハリス・フェロー

ロータリー歴
1994.12.13 入会
2004-05 ロータリー財団委員長
2012-13 新世代奉仕委員長
2015-16 ロータリー財団委員長
2016-17 副会長
2017-18 会長エレクト
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
べネファクター／第３回米山功労者

ロータリー歴
2009.1.13 入会
2013-14 会報・雑誌・広報委員長
2014-15 ローターアクト委員長
2016-17 親睦活動・家族委員長
2017-18 副幹事

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
ポール・ハリス・フェロー  
  

ロータリー歴

1995.3.23 入会
2012-13 役員　幹事
2013-14 理事　会員増強及び維持委員長
 　　　地区広報委員
2015-16 役員　副会長・会計
2016-17 理事　R財団委員長
2017-18 役員　会長エレクト
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
第３回米山功労者

ロータリー歴
2011.7.7 入会 
2014-15 理事　国際奉仕委員長 
2015-16 理事　親睦活動委員長 
2016-17 理事　会場委員長 
2017-18 副幹事

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
ポール・ハリス・フェロー
米山功労者

ロータリー歴
1993.1.28 入会
2008-09 職業奉仕委員長
2010-11 幹事
2011-12 クラブ奉仕委員長
2014-15 社会奉仕委員長
2017-18 会長エレクト
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
ポール・ハリス・フェロー
準米山功労者

ロータリー歴
2013.1.10 入会 
2014-15 会場運営副委員長 
2015-16 会員組織副委員長 
2016-17 会員組織委員長 
2017-18 副幹事
 
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
ポール・ハリス・フェロー

ロータリー歴

例
会
場

事
務
所

松本 哲朗 杉本 忠夫
会長

まつもと  てつろう

西名古屋分区

名古屋大須
RC

オックス貿易（株）
代表取締役社長

幹事

すぎもと  ただお

（株）森島羅紗店
代表取締役

例
会
場

事
務
所

平野 好道 湯澤 信雄
会長

ひらの  よしみち

西名古屋分区

名古屋瑞穂
RC

草野法律事務所
勤務弁護士

幹事

ゆざわ  のぶお

（株）メイジ
代表取締役社長

例
会
場

事
務
所

朝比 美和子 安藤　修
会長

あさひ  みわこ

西名古屋分区

名古屋名南
RC

名西（株）
代表取締役社長

幹事

あんどう  おさむ

（有）安藤塗工店
代表取締役

例
会
場

事
務
所

加藤 龍雄 岡崎 達也
会長

かとう  たつお

西名古屋分区

名古屋栄
RC

加藤ゴム（株）
代表取締役

幹事

おかざき  たつや

（有）ティーアンドティー
代表取締役

例
会
場

事
務
所

矢野 雄嗣 小原　優
会長

やの  たけつぐ

西名古屋分区

名古屋丸の内
RC

矢野建設（株）
代表取締役社長

幹事

おばら  ゆたか

はづき建物管理（株）
取締役

例
会
場

事
務
所

米坂 みよ古 加藤 祐一
会長

よねさか  みよこ

西名古屋分区

名古屋名駅
RC

（株）米坂
代表取締役社長

幹事

かとう  ゆういち

エヌ・ティ・ティ都市開発（株）
東海支店長

例 会 日
開会時間

木
12：30

例 会 日
開会時間

木
12：30

例 会 日
開会時間

月
18：00

例 会 日
開会時間

火
18：30

例 会 日
開会時間

木
12：30

例 会 日
開会時間

水
12：30

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

〒460-0008 名古屋市中区栄1-3-3
 AMMNATビル7F
TEL 052-211-3803  FAX 052-211-2623
E-mail 2760_nagoya@mizuho-rc.jp
URL http://www.mizuho-rc.jp

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

〒460-0008 名古屋市中区栄4-6-5
 丸越ビル6F
TEL 052-251-0181  FAX 052-251-0337
E-mail office@nagoya-osu.org
URL http://www.nagoya-osu.org

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

〒460-0008 名古屋市中区栄3-31-25
 サンテアビタシオン503号室
TEL 052-242-6848  FAX 052-242-6208
E-mail info@nagoya-sakae-rc.org
URL http://nagoya-sakae-rc.org/

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

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

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

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

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

〒460-0008 名古屋市中区栄3-29-1
 名古屋クレストンホテル1007号室
TEL 052-263-1324  FAX 052-263-0730
E-mail seinan1@fancy.ocn.ne.jp
URL http://www.nagoya-marunouchi-rc.org/
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2015.3.18 入会
2016-17 社会奉仕委員長
 チーム50（会員増強チーム）キャプテン
2017-18 チーム60（会員増強チーム）キャプテン
 理事・役員　会長エレクト

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
ポール・ハリス・フェロー

ロータリー歴
1999.12.2 入会
2014-15 理事　社会奉仕委員長
2015-16 理事　職業奉仕委員長
2016-17 理事　クラブ奉仕委員長
2017-18 役員　副幹事

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
ポール・ハリス・フェロー

ロータリー歴
2005.10.19 入会
2009-13 地区会員増強委員
2011-12 国際奉仕委員長
2013-14 ロータリー財団委員長
2016-17 会場運営委員長
2017-18 役員・会長エレクト
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
ポール・ハリス・フェロー
米山功労者

ロータリー歴
1999.8.11 入会 
2002-03 ローターアクト委員長
2006-07 会場運営委員長
2010-11 ロータリー財団委員長
2015-16 親睦活動委員長
2017-18 理事・副幹事
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
ポール・ハリス・フェロー
第３回米山功労者

ロータリー歴

1972.10.13 入会
1989-90 幹事
1998-99 会長
2005-06 東名古屋分区ガバナー補佐
2010-11 ガバナー
2012-14 ロータリー財団地域コーディネーター補佐
2015-16 ロータリーコーディネーター補佐
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
大口寄付者、ベネファクター
第４回米山功労者（マルチプル）

ロータリー歴
2009.7.3 入会
2013-14 米山記念委員長
2015-16 SAA・会場設営委員長
2016-17 東名古屋分区 分区幹事
2016-17 プログラム委員長
2017-18 副幹事

ロータリー歴
2002.3.11 入会
2004-05 ローターアクト委員長
2005-06 理事・新世代奉仕委員長
2008-09 役員・幹事
2016-17 役員・副会長
2017-18 役員・会長エレクト
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
第２回米山功労者

ロータリー歴
2008.12.1 入会
2013-14 理事・新世代奉仕委員長
2015-16 理事・副Ｓ．Ａ．Ａ．
2017-18 理事・副幹事

ロータリー歴

2009 入会
2014-05 研修・親睦委員長
2015-16 幹事
2016-17 プログラム奉仕委員長
2017-18 会員増強委員長・会長エレクト

ロータリー歴
2009 入会
2011-12 副幹事／ SAA
2012-13 奨学基金・学友委員会 副委員長
2013-14 国際奉仕委員会副委員長／
 地区奨学基金・学友・平和フェローシップ委員
2014-15 幹事
2015-16 会長エレクト／会員増強委員長
2016-17 会長／地区学友委員
2017-18 会長／地区学友委員会 委員長
 ／地区WFF実行委員
2013-18 財団学友会　代表幹事

ロータリー歴

例
会
場

事
務
所

宮﨑 和余 池谷　悟
会長

みやざき  かずよ

西名古屋分区

中部名古屋
みらい
RC

音楽企画KT-planning
代表  ヴァイオリン演奏家

幹事

いけや  さとる

（株）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

例
会
場

事
務
所

後藤 章信 馬場 善志雄
会長

ごとう  あきのぶ

東名古屋分区

名古屋東
RC

日本パーツ機器（株）
取締役会長

幹事

ばば  よしお

東海警備保障（株）
代表取締役社長

例
会
場

事
務
所

田嶋 好博  朝倉 淳一
会長

たじま よしひろ

東名古屋分区

名古屋北
RC

田嶋・水谷法律事務所
弁護士

幹事

あさくら  じゅんいち

（株）エフエーエス
代表取締役

例
会
場

事
務
所

槇野 智之 石川 一郎
会長

まきの  さとし

東名古屋分区

名古屋和合
RC

マキノチェーン（株）
代表取締役

幹事

いしかわ  いちろう

丸鹿セラミックス（株）
代表取締役社長

例
会
場

事
務
所

西脇　司 田中 友次
会長

にしわき  つかさ

東名古屋分区

名古屋守山
RC

日本ゼネラルフード（株）
代表取締役社長

幹事

たなか  ゆうじ

（株）田中葬具店
代表取締役

例 会 日
開会時間

第1・3水
19：30

例 会 日
開会時間

金
12：30

例 会 日
開会時間

月
12：30

例 会 日
開会時間

水
12：30

例 会 日
開会時間

水
12：30

〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-15 豊島ビル3F
 国際ロータリー第2760地区 ガバナー事務所会議室
TEL 090-8863-3449（幹事）  FAX 052-211-0230

〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-15 豊島ビル3F
 国際ロータリー第2760地区 ガバナー事務所内
TEL 090-8863-3449（幹事）  FAX 052-211-0230
E-mail info@chubunagoyamirai.jp
URL http://chubunagoyamirai.jp/

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

〒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
TEL 052-262-7580  FAX 052-262-7810
E-mail nnorthrc@poppy.ocn.ne.jp
URL http://nagoyakita-rc.com/

〒451-8551 名古屋市西区樋の口町3-19
 ホテルナゴヤキャッスル
TEL 052-521-2121  FAX 052-531-3313

〒460-0003 名古屋市中区錦3-14-25
 アサヒビル6階
TEL 052-971-8686  FAX 052-971-8855
E-mail rc.e.ngo@aioros.ocn.ne.jp
URL http://higashirc.ecgo.jp/

〒450-6002 名古屋市中村区名駅1-1-4
 名古屋マリオットアソシアホテル
TEL 052-584-1111  FAX 052-584-1168

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

〒451-8551 名古屋市西区樋の口町3-19
ホテルナゴヤキャッスル
TEL 052-521-2121  FAX 052-531-3313

〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-19-14
 財形久屋セントラルハイツ（林敬ビル）902号室
TEL 052-684-6591  FAX 052-684-6592
E-mail wago-rc@infonia.ne.jp
URL http://nagoya-wago-rc.org/
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2011.9.6 名古屋錦RC　入会
2012-13 クラブ奉仕･会場設営･
 ニコボックス･出席副委員長
2013-14 青少年奉仕・ﾛｰﾀｰｱｸﾄ委員長
2015-16 役員・幹事
2016-17 役員・副会長
2017-18 役員・会長エレクト
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
米山功労者

ロータリー歴
2008.5.27 名古屋錦RC　入会
2009-10 親睦活動・家族委員長
2010-11 役員・Ｓ.Ａ.Ａ.
2012-13 役員・幹事
2015-16 役員・会長
2016-18 地区会員増強委員

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
ポール・ハリス・フェロー
米山功労者

ロータリー歴
2003.11.6 入会
2010-11 役員・幹事
2013-14 理事・社会奉仕委員長
2015-16 理事・12RC合同ローターアクト委員長
2015-17 地区社会奉仕副委員長
2017-18 役員・会長エレクト、幹事
  地区社会奉仕委員
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
ポール・ハリス・フェロー

ロータリー歴
2014.1.9 入会
2013-14 ロータリー研修
2014-15 会場運営・プログラム
2015-16 理事・クラブ奉仕委員長
2016-17 理事・クラブ管理運営委員長
2017-18 副幹事

ロータリー歴

1991.3.5 名古屋東RC入会（2002退会）
2008.5.13 名古屋千種RC入会
2011-12 国際奉仕委員長
2012-13 社会奉仕委員長
2016-17 役員　幹事
2017-18 役員　会長エレクト
2012-15 地区米山奨学委員会　委員
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
米山功労者

ロータリー歴
2012.8.7 入会
2014-15 親睦委員長
2015-16 青少年奉仕委員長
2016-17 会場運営委員長
2017-18 役員　副幹事・青少年奉仕委員長
2016-18 地区インターアクト委員会　委員

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
ポール・ハリス・フェロー

ロータリー歴
1994.1.17 入会
2008-09 理事・副幹事
2009-10 役員・幹事
2012-13 ロータリー財団委員長
2014-15 理事・社会奉仕委員長
2017-18 役員・会長エレクト
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
第２回マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
ベネファクター／第２回米山功労者

ロータリー歴
2006.3.13 入会
2009-10 新世代委員長
2011-12 理事・フレンドシップ委員長
2012-13 インフォメーション委員長
2014-15 ロータリー財団委員長
2017-18 理事・副幹事
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
ポール・ハリス・フェロー

ロータリー歴

1999.10.12 入会
2004-05 役員・会計
2005-06 役員・会計
2006-07 役員・会計
2016-17 役員・副会長・
 クラブ奉仕委員長
2017-18 役員・会長エレクト
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
ポール・ハリス・フェロー

ロータリー歴
2012.6.5 入会
2013-14 ローターアクト副委員長 
2014-15 ローターアクト委員長
2015-16 理事･国際奉仕委員長
2016-17 理事・社会奉仕委員長
2017-18 役員・副幹事・会報雑誌委員・
 ＩＴ委員

ロータリー歴
2006.11.1 入会
2013-14 職業奉仕副委員長 
2014-15 理事・国際奉仕委員長 
2015-16 会報・雑誌・広報委員長 
2016-17 理事・副幹事 
2017-18 役員・会長エレクト・幹事・
 クラブ奉仕委員長 
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
ポール・ハリス・フェロー

ロータリー歴
2012.5.16 入会
2014-15 出席・ニコボックス副委員長 
2015-16 理事・国際奉仕委員長 
2016-17 理事・親睦活動委員長 
2016-18 地区職業奉仕委員会委員 
2017-18 理事・会員増強委員長

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
財団寄付協力者

ロータリー歴

例
会
場

事
務
所

杉浦 定文  香田 研二
会長

すぎうら  さだふみ

東名古屋分区

名古屋名北
RC

（医） ホワイトデンタルすぎうら歯科
理事長

幹事

こうだ  けんじ

東京海上日動あんしん生命保険（株）
エグゼクティブライフパートナー

例
会
場

事
務
所

佐藤 慎一郎 伊藤 友司
会長

さとう  しんいちろう

東名古屋分区

名古屋名東
RC

佐藤税理士事務所
所長

幹事

いとう  ゆうじ

（株）ＧＵＩＳ
代表取締役

例
会
場

事
務
所

柴田 義介 巣山 公康
会長

しばた  よしすけ

東名古屋分区

名古屋昭和
RC

リード工業（株）
代表取締役

幹事

すやま  きみやす

（株）スヤマ
代表取締役

例
会
場

事
務
所

鈴木 聖三 太田 和孝
会長

すずき  しょうぞう

東名古屋分区

名古屋千種
RC

（株）東桜都市建築事務所
代表取締役社長

幹事

おおた  かずたか

オオタ建設（株）
代表取締役

例
会
場

事
務
所

山元 康裕 横井 律子
会長

やまもと  やすひろ

東名古屋分区

名古屋東山
RC

（株）ブリッジ
代表取締役

幹事

よこい  りつこ

（有）パワーズコミュニケーション
専務取締役

例
会
場

事
務
所

藤岡 省吾 石井 弘子
会長

ふじおか  しょうご

東名古屋分区

名古屋錦
RC

（福） いずみ会 いずみ保育園
理事長

幹事

いしい  ひろこ

石井法律事務所
事務局長

例 会 日
開会時間

火
12：30

例 会 日
開会時間

水
12：30

例 会 日
開会時間

火
12：30

例 会 日
開会時間

月
12：30

例 会 日
開会時間

木
12：30

例 会 日
開会時間

火
12：30

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

〒460-0003  名古屋市中区錦3-23-3
 名古屋国際ホテル1214号室
TEL 052-962-9216  FAX 052-962-9207
E-mail nmrc@nifty.com
URL http://meito-rc.org/

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

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

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

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

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

〒460-0008 名古屋市中区栄4-6-5
 丸越ビル6階
TEL 052-241-7522  FAX 052-241-7521
E-mail info@nagoyashowa-rc.org
URL http://www.nagoyashowa-rc.org

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

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

〒453-0872 名古屋市中村区平池町4-60-7
 ストリングスホテル名古屋
TEL 052-589-0577  FAX 052-589-0567

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

クラブ会長・幹事 紹介

812018-19 Rotary International District 2760



1984.6.5 入会
1993-94 S.A.A.
2011-13 地区職業奉仕副委員長
2013-14 副会長
2016-18 地区職業奉仕委員長
2017-18 会長エレクト
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
米山功労者マルチプル

ロータリー歴
2011.8.2 入会
2013-14 環境保全委員長
2015-16 職業奉仕委委員長
2016-17 社会奉仕委員長
2017-18 副幹事

ロータリー歴
2002.12.18 入会
2004-05 理事・国際奉仕委員長
2008-11 地区社会奉仕委員会委員
2010-11 役員・副幹事　プログラム委員長
2011-12 役員・幹事
2017-18 理事役員・会長エレクト

ロータリー歴
2010.11.24 入会
2012-13 理事・社会奉仕委員長
2015-16 理事・国際奉仕委員長
2017-18 理事・副幹事　プログラム委員長

ロータリー歴

1994.12.15 入会
2009-10 会計
2011-12 幹事
2008-09 地区恒久基金副委員長
2016-18 地区補助金委員長
2017-18 会長エレクト
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
米山功労者 

ロータリー歴
2004.9.30 入会
2011-12 社会奉仕委員長
2012-14 地区インターアクト委員長
2013-14 Ｓ．Ａ．Ａ．
2014-15 地区青少年奉仕副委員長
 危機管理委員
2017-18 副幹事、プログラム委員長
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
ポール・ハリス・フェロー
米山功労者

ロータリー歴
2007-08 国際奉仕委員長 
2008-09 社会奉仕委員長 
2011-12 幹事 
2014-15 Ｒ財団委員長 
2015-16 Ｓ．Ａ．Ａ． 
2017-18 会長エレクト 
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
ポール・ハリス・フェロー
米山功労者

ロータリー歴
2010-11 親睦活動委員長 
2011-12 会報委員長 
2013-14 出席委員長 
2014-15 青少年奉仕委員長 
2016-17 プログラム委員長 
2017-18 副幹事、会計 
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
準米山功労者

ロータリー歴

2005.5.23 入会
2006-07 副幹事
2007-08 幹事
2012-13 地区IT委員会委員
2014-15 青少年奉仕委員長
2017-18 会長エレクト
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
ポール・ハリス・フェロー

ロータリー歴
2005.5.23 入会
2009-10 クラブ奉仕副委員長 
2013-14 新世代奉仕委員長 
2015-16 会長エレクト
2016-17 会長
2017-18 副幹事
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
ポール・ハリス・フェロー

ロータリー歴
2013.7.14 入会
 奉仕プロジェクト委員
2014-15 青少年奉仕　副委員長
2015-16 青少年奉仕　理事委員長
2016-17 副会長　ローターアクト委員出向
2017-18 会長エレクト
 ローターアクト委員出向相談役

ロータリー歴
2013.7.14 入会
2014-15 社会奉仕委員 
2015-16 理事・会員増強委員長 
2016-17 親睦委員 
2017-18 副幹事

ロータリー歴

例
会
場

事
務
所

竹内 祐子 片桐 栄子
会長

たけうち  ゆうこ

東名古屋分区

名古屋アイリス
RC

（有）あーきぺんこ
代表取締役

幹事

かたぎり  えいこ

（有）磨里書房
代表取締役

例
会
場

事
務
所

堀口　久 加藤 寛治郎
会長

ほりぐち  ひさし

東名古屋分区

名古屋葵
RC

大場鈴木堀口合同法律事務所
弁護士

幹事

かとう  かんじろう

（株）万年堂
代表取締役

例
会
場

事
務
所

酒井 克嘉 和田 行泰
会長

さかい  かつよし

東三河分区

蒲郡
RC

（株）晃伸電機工業
代表取締役

幹事

わだ  ゆきやす

和田建材（株）
代表取締役

例
会
場

事
務
所

髙山 景一 川村 荒治
会長

たかやま  けいいち

東三河分区

豊橋
RC

（株）北海屋
代表取締役

幹事

かわむら  こうじ

川村商事（株）
代表取締役社長

藤野 和裕 池田 哲朗
会長

ふじの  かずひろ

イセヤ薬品（株）
専務取締役

幹事

いけだ  てつろう

タカラ梱包輸送（株）
代表取締役社長

例
会
場

事
務
所

匹田 雅久 金森 正芳
会長

ひきた  まさひさ

東三河分区

豊橋北
RC

（医）みやび会 ひきた歯科
理事長

幹事

かなもり  まさよし

大信企業（株）
代表取締役

例 会 日
開会時間

木
第1週のみ 19:00
第2週以降 8:00

例 会 日
開会時間

水
13：00

例 会 日
開会時間

木
12：30

例 会 日
開会時間

金
12：30

例 会 日
開会時間

火
12：30

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

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

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

〒460-0023 名古屋市中区金山町1-1-1
 ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋
 15階 宴会予約課内
TEL 090-6483-3388  FAX 052-265-7858
E-mail office@nagoya-iris-rc.jp
URL http://www.nagoya-iris-rc.jp

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

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

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

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

〒443-0031 蒲郡市竹島町15-1
蒲郡クラシックホテル
TEL 0533-68-1111  FAX 0533-68-1199

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

〒442-8540 豊川市豊川町辺通4-4
 豊川商工会議所会館
TEL 0533-86-4101  FAX 0533-84-1808
〒442-0863 豊川市平尾町糠川11-31
 東海カントリークラブ（第2例会のみ）
TEL 0533-87-2101  FAX 0533-88-2587

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

例
会
場

事
務
所

東三河分区

豊川
RC

例 会 日
開会時間

水
12：30

クラブ会長・幹事 紹介
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1993.2.9 豊川宝飯RC入会 
2000-01 理事　新世代奉仕委員長
2002-03 理事　社会奉仕委員長
2013-14 役員　幹事
2016-17 東三河分区　分区幹事
2017-18 役員　会長エレクト
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
第２回米山功労者

ロータリー歴
2006.12.5 豊川宝飯RC入会
2010-11 理事　新世代奉仕委員長
2012-13 理事　職業奉仕委員長
2014-15 役員　ＳＡＡ
2016-17 理事　国際奉仕委員長
2017-18 役員　副幹事

ロータリー歴
1989.2.10 入会
2008-09 地区社会奉仕委員会委員
2010-11 副会長
2012-13 副幹事・プログラム委員長
2013-14 幹事
2017-18 会長エレクト
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
第４回米山功労者

ロータリー歴
2004.6.25 入会
2010-11 職業奉仕委員長
2011-14 地区RCC委員会副委員長
2014-15 地区社会奉仕委員会副委員長
2016-17 副会長
2017-18 副幹事・プログラム委員長
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
ポール・ハリス・フェロー
第１回米山功労者

ロータリー歴

1995.12.15 入会
2015-16 会員増強 
2016-17 クラブ奉仕 
2017-18 会長エレクト

 
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
米山功労者

ロータリー歴
2006.6.23 入会
2012-13 職業奉仕 
2014-15 社会奉仕 
2017-18 副幹事・プログラム

ロータリー歴
1988.1.28 入会 
2010-11 社会奉仕委員長 
2011-12 幹事 
2015-16 幹事 
2016-17 副会長 
2017-18 会長エレクト 
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
べネファクター／米山功労者

ロータリー歴
2002.3.6 入会 
2008-09 幹事 
2012-13 副会長 
2013-14 会長エレクト 
2014-15 会長 
2016-17 クラブ奉仕委員長 
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
べネファクター

ロータリー歴

1998.7.3 入会 
2007-08 国際奉仕委員長 
2009-10 職業奉仕委員長 
2013-14 副会長兼会場監督 
2017-18 会長エレクト 
2018-19 会長 
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
第１回米山功労者

ロータリー歴
2008.1.18 入会
2010-11 会計
2011-13 地区青少年ＲＹＬＡ委員会 委員
2014-15 広報委員長
2017-18 副幹事
2018-19 幹事
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
ポール・ハリス・フェロー

ロータリー歴
1997.5.19 入会
2010-11 理事・親睦活動委員長
2012-13 理事・副幹事
2013-14 役員・幹事
2017-18 役員・会長エレクト

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
ポール・ハリス・フェロー
米山功労者

ロータリー歴
2010.6.21 入会 
2012-13 理事・新世代奉仕委員長 
2013-14 理事・国際奉仕委員長 
2017-18 理事・副幹事

 
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
第３回米山功労者

ロータリー歴

例
会
場

事
務
所

河合 光志 青山 房生
会長

かわい  みつし

東三河分区

渥美
RC

（株）松屋クリーニング
代表取締役

幹事

あおやま  ふさお

（株）マーコ
取締役顧問

例
会
場

事
務
所

竹内 臨通夫 星川 和伸
会長

たけうち  みつお

東三河分区

新城
RC

三州建設（株）
代表取締役

幹事

ほしかわ  かずのぶ

（株）山十星川製材所
代表取締役

例
会
場

事
務
所

大谷 育人 三浦 圭吾
会長

おおたに  いくと

東三河分区

豊橋南
RC

（株）イクモ
代表取締役

幹事

みうら  けいご

（株）紅久商店
代表取締役

例
会
場

事
務
所

藤城 隆雄 伊藤 祐人
会長

ふじしろ  たかお

東三河分区

田原
RC

藤建設（株）
代表取締役

幹事

いとう  ひろと

カツミ建設（株）
代表取締役

例
会
場

事
務
所

福沢 省吾 杉田 和俊
会長

ふくざわ  しょうご

東三河分区

豊橋ゴールデン
RC

福沢会計事務所
所長

幹事

すぎた  かずとし

五洋帽子（株）
代表取締役

例
会
場

事
務
所

柴田 浩志 杉浦 節子
会長

しばた  ひろし

東三河分区

豊川宝飯
RC

（株）柴田製作所
代表取締役

幹事

すぎうら  せつこ

（有）アイエフピー豊川
代表取締役

例 会 日
開会時間

木
12：30

例 会 日
開会時間

月
12：30

例 会 日
開会時間

金
12：30

例 会 日
開会時間

水
12：30

例 会 日
開会時間

金
12：30

例 会 日
開会時間

火
12：30

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

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

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

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

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

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

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

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

〒442-8540 豊川市豊川町辺通4-4
 豊川商工会議所
TEL 0533-86-4101  FAX 0533-84-1808

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

〒441-8061 豊橋市藤沢町141
 ロワジールホテル豊橋
TEL 0532-48-3131  FAX 0532-46-6672

〒441-8061 豊橋市藤沢町141
 ロワジールホテル豊橋本館9階926号室
TEL 0532-35-9973  FAX 0532-39-3743
E-mail golden@toyohashi-golden-rc.gr.jp
URL http://www.toyohashi-golden-rc.gr.jp
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1996.12.6 入会
2001-02 理事・親睦活動委員長
2004-05 理事・国際奉仕委員長
2009-10 役員・副会長
2013-14 理事・クラブ奉仕理事
2017-18 役員・会長エレクト
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
第２回米山功労者

ロータリー歴
2006.1.10 入会
2010-11 ローターアクト委員長
2011-12 海外交流委員長
2012-13 理事・国際奉仕理事
2014-15 理事・親睦活動委員長
2017-18 副幹事
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
ポール・ハリス・フェロー
第１回米山功労者

ロータリー歴
1993.4.19 入会
1998-99 副幹事
1999-00 理事・幹事
2003-04 理事・新世代委員長
2008-09 理事・ロータリー財団委員長
2017-18 役員・会長エレクト
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
ポール・ハリス・フェロー

ロータリー歴
2006.2.13 入会 
2009-10 副幹事 
2012-13 理事・ロータリー財団委員長 
2016-17 理事・職業奉仕委員長 
2017-18 理事・副幹事
 
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
ポール・ハリス・フェロー

ロータリー歴

2001.11.7 入会
2008-09 国際奉仕委員長 
2011-12 副幹事 
2012-13 幹事 
2013-14 職業分類委員長 
2016-17 環境保全委員長 
2017-18 会長エレクト 
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー②
第３回米山功労者

ロータリー歴
2004.7.7 入会
2009-10 米山記念奨学会委員長
2010-11 親睦活動委員長
2011-15 会計
2015-16 ﾛｰﾀﾘｰ財団委員長
2016-17 会員増強委員長
2017-18 副幹事
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
ポール・ハリス・フェロー
第２回米山功労者

ロータリー歴
1995.4.6 入会 
2008-09 理事（社会奉仕委員長）
2011-12 理事（新世代奉仕委員長）
2012-14 地区インターアクト委員会副委員長
2014-16 地区インターアクト委員長
2016-17 副会長・理事（クラブ奉仕委員長）
2017-18 会長エレクト
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
ポール・ハリス・フェロー（＋１）
第５回米山功労者

ロータリー歴
1998.3.5 入会
2006-07 地区副幹事
2007-08 理事（会場委員長）
2010-13 地区識字率向上委員会副委員長
2016-17 理事（国際奉仕委員長）
2017-18 副幹事
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
ポール・ハリス・フェロー
第５回米山功労者

ロータリー歴

1991.1.8 入会
1989-99 理事・国際奉仕委員長
2010-11 理事・新世代奉仕委員長
2016-17 理事・プログラム委員長
2017-18 役員・会長エレクト

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー①
米山功労者

ロータリー歴
1990.7.10 入会（～ 1999.9まで９年在籍）
2012.8.1 再入会
2014-15 理事・職業奉仕委員長
2015-16 広報委員長
2016-17 理事・社会奉仕委員長
2017-18 役員・副幹事
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
ポール・ハリス・フェロー
米山功労者

ロータリー歴
2006.1.18 入会
2010-11 理事・会員増強・職業分類委員長
2012-13 理事・社会奉仕委員長
2013-14 理事・副幹事
2014-15 役員・幹事
2017-18 役員・会長エレクト
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
ポール・ハリス・フェロー
第１回米山功労者

ロータリー歴
2012.12.12 入会
2014-15 出席・広報委員長
2015-16 会報・雑誌委員長
2016-17 理事・社会奉仕委員長
2017-18 理事・副幹事

ロータリー歴

例
会
場

事
務
所

奥田 清仁 酒井 法丈
会長

おくだ  きよひと

西三河中分区

豊田
RC

奥田工業（株）
代表取締役

幹事

さかい  のりたけ

豊田東海警備（株）
代表取締役

例
会
場

事
務
所

野田 篤文 同前 仁史
会長

のだ  あつふみ

西三河中分区

岡崎
RC

栄屋乳業（株）
代表取締役会長

幹事

どうまえ  ひとし

喜栄工業（株）
代表取締役社長

例
会
場

事
務
所

内藤 明文 近藤 正行
会長

ないとう  あきふみ

西三河中分区

豊田西
RC

（有）ないとう
代表取締役

幹事

こんどう  まさゆき

（医）豊和会 老人保健施設かずえの郷
統括本部 部長

例
会
場

事
務
所

杉田 雅樹 酒部 佳直
会長

すぎた  まさき

西三河中分区

岡崎南
RC

（株）城南地所
代表取締役

幹事

さかべ  よしなお

酒部建設（株）
代表取締役社長

例
会
場

事
務
所

西　崇秀 福井 知裕
会長

にし  たかひで

東三河分区

豊橋東
RC

（株）ニシ 
代表取締役

幹事

ふくい  ともひろ

福井酒造（株）
代表取締役社長

例
会
場

事
務
所

河合 喜嗣 岡本 卓三
会長

かわい  きつぎ

東三河分区

田原パシフィック
RC

（株）ヤマキ牧場
取締役会長

幹事

おかもと  たくぞう

岡本電気保安管理事務所
代表

例 会 日
開会時間

火
19：00

例 会 日
開会時間

水
12：30

例 会 日
開会時間

水
12：30

例 会 日
開会時間

木
12：30

例 会 日
開会時間

月
12：30

例 会 日
開会時間

火
12：30

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

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

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

〒444-0863 岡崎市東明大寺町16-2
 明和荘2 102号室
TEL 0564-22-0088  FAX 0564-22-0188
E-mail rc-okazaki@gol.com
URL http://www.okazaki-rc.org/

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

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

〒440-0888 豊橋市駅前大通1-55
ホテルアークリッシュ豊橋
TEL 0532-51-1120  FAX0532-51-1121

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

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

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

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

〒471-0027 豊田市喜多町1-140
 名鉄トヨタホテル 6F
TEL 0565-33-1717  FAX 0565-33-6331
E-mail tw-rc@star.ocn.ne.jp
URL http://www.tw-rc.jp
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2000.3.8 豊田中RC 入会
2004-05 プログラム委員長
2007-08 理事  社会奉仕委員長
2011-12 理事  新世代奉仕委員長
2014-15 役員  幹事
2016-17 役員  副会長
2017-18 役員  会長エレクト
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
第１回米山功労者

ロータリー歴
2008.9.12 豊田中RC 入会 
2010-11 事理 国際奉仕委員長 
2013-14 理事 職業奉仕委員長 
2015-16 プログラム委員長 
2017-18 副幹事
 
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
ポール・ハリス・フェロー
第１回米山功労者

ロータリー歴
2017-18 会長エレクト
ロータリー歴

2016-17 会員増強委員長
2017-18 副会長

ロータリー歴

1997.7.8 入会
2001-02 親睦活動委員長
2007-08 役員　幹事
2014-15 クラブ奉仕委員長
2016-17 役員　副会長
2017-18 役員　会長エレクト
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー

ロータリー歴
2012.3.1 入会 
2017-18 役員　副幹事

ロータリー歴
2013.2.18 入会
2014-15 青少年奉仕委員長・
 プログラム会報雑誌広報委員長
2015-16 プログラム会報雑誌広報委員長
2016-17 幹事
2017-18 会長エレクト

ロータリー歴
2014.10.20 入会
2015-16 副幹事
2016-17 社会奉仕委員長・
 出席親睦委員長
2017-18 副幹事・
 プログラム会報雑誌広報委員長

ロータリー歴

1999.1.28 岡崎東RC入会
2012-13 役員・幹事
2016-17 理事・クラブ奉仕委員長
2017-18 役員・会長エレクト
2016-18 地区ロータリー財団監査委員

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
マルチプル・ポール･ハリス･フェロー
第５回米山功労者

ロータリー歴
2008.1.10 岡崎東RC入会
2012-13 理事・職業奉仕委員長
2014-15 理事・社会奉仕委員長
2017-18 理事・副幹事
2016-17 地区公共イメージ向上委員会 委員
2017-18 地区公共イメージ向上委員会 副委員長
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
ポール･ハリス･フェロー
第１回米山功労者

ロータリー歴
1996.7.3 入会
2004-05, 2006-07
 理事・環境保全委員長、
 理事・新世代委員長
2009-10 理事・副幹事
2010-11 役員・幹事
2014-15 理事・クラブ奉仕委員長
2017-18 役員・会長エレクト
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
ポール・ハリス・フェロー／第３回米山功労者

ロータリー歴
1999.2.17 入会 
2003-04 理事・職業奉仕委員長 
2004-05 ロータリー財団委員長 
2007-08 親睦活動委員長 
2012-13 理事・国際奉仕委員長 
2017-18 理事・副幹事

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
ポール・ハリス・フェロー／第２回米山功労者

ロータリー歴

例
会
場

事
務
所

鈴木 克尚 廉澤 紀彦
会長

すずき  かつひさ

西三河中分区

豊田三好
RC

（株）カネヨシ
代表取締役

幹事

かどさわ  のりひこ

（株）KNリース
代表取締役

例
会
場

事
務
所

近藤 保則 永谷 和之
会長

こんどう  やすのり

西三河中分区

岡崎城南
RC

（株）近藤石材店
代表取締役社長

幹事

ながや  かずゆき

永谷和之法律事務所
代表

例
会
場

事
務
所

永野 卓司 石橋 博文
会長

ながの  たくじ

西三河中分区

豊田東
RC

コメジ・ソシオ（株） 
代表取締役

幹事

いしばし  ひろふみ

（有）福松商店 さくら薬局
代表取締役

例
会
場

事
務
所

野村 政弘 坂野　弘
会長

のむら  まさひろ

西三河中分区

岡崎東
RC

公認会計士野村政弘事務所
所長

幹事

ばんの  ひろし

デコジャパン（株）
代表取締役

例
会
場

事
務
所

奥村 与幸 鈴木 拓将
会長

おくむら  よしゆき

西三河中分区

名古屋宮の杜
RC

中部ケーブルネットワーク（株）
代表取締役社長

幹事

すずき  たくまさ

（株）矢場とん
代表取締役社長

例
会
場

事
務
所

梅村 公代 稲本 良二
会長

うめむら  きみよ

西三河中分区

豊田中
RC

アート・スペース彩
代表者

幹事

いなもと  りょうじ

（株）テンソー
代表取締役

例 会 日
開会時間

木
12：30

例 会 日
開会時間

水
12：30

例 会 日
開会時間

火
18：30

例 会 日
開会時間

月
19：15

例 会 日
開会時間

第1・3木
12:20

例 会 日
開会時間

火
18：00

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

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

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

〒444-0052 岡崎市康生町515-33
 岡崎ニューグランドホテル
TEL 0564-26-2666  FAX 0564-26-2667
E-mail info@okazaki-johnan-rc.net
URL http://okazaki-johnan-rc.net/

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

〒471-0034 豊田市小坂本町1-129
 グレース小坂本町203号
TEL 0565-36-0057  FAX 0565-36-0067
E-mail info@toyota-nakarotary.jp
URL http://toyota-nakarotary.jp/

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

〒471-0027 豊田市喜多町2-160
 ホテルトヨタキャッスル807
TEL 0565-34-4333  FAX 0565-34-4381
E-mail info@toyota-e-rc.org
URL http://www.toyota-e-rc.org

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

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

〒451-8551 名古屋市西区樋の口町3-19
 ホテルナゴヤキャッスル
TEL 052-521-2121  FAX 052-531-3313

〒460-0008 名古屋市中区栄1-22-16
 ミナミ栄ビル402号
TEL 052-253-7821  FAX 052-253-7820
E-mail aichi2760@miyanomori-rc.jp
URL http://miyanomori-rc.jp
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2003.11.4 入会
2008-09 新世代委員長・理事
2013-14 職業奉仕委員長・理事
2015-16 米山記念奨学委員長
2016-17 副会長・理事・（米山奨学生）カウンセラー
2017-18 会長エレクト・クラブ奉仕委員長・理事
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー 
第１回米山功労者

ロータリー歴
1999.11.16 入会
2012-13 職業奉仕委員長・理事
2013-14 職業分類・会員増強委員長
2014-15 親睦活動委員長
2016-17 米山記念奨学委員長
2017-18 副幹事・理事
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー 
第１回米山功労者

ロータリー歴
2006.1.11 入会
2013-14 社会奉仕委員長
2015-16 国際奉仕委員長
2016-17 クラブ奉仕委員長
2017-18 会長エレクト

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

ロータリー歴
2006.7.5 入会 
2016-17 国際奉仕委員長 
2017-18 副幹事

 
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
ポール・ハリス・フェロー
第１回米山功労者

ロータリー歴

1998.1.7 入会
2007-08 幹事（理事）
2014-15 国際奉仕委員長（理事）
2016-17 職業奉仕委員長（理事）
2017-18 会長エレクト（理事）
2000-03 地区研究グループ交換委員会副委員長
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
ベネファクター／第２回米山功労者

ロータリー歴
2012.2.13 入会
2014-15 会場委員長
2016-17 親睦活動委員長
2017-18 副幹事

ロータリー歴
2002.8.2 入会
2010-11 理事・国際奉仕委員長
2012-13 理事・職業奉仕委員長
2013-14 理事・副幹事
2014-15 理事・幹事
2017-18 理事・会長エレクト
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
べネファクター／ポール・ハリス・フェロー
第３回米山功労者

ロータリー歴
2010.1.8 入会
2013-15 会員増強委員長
2016-17 理事・社会奉仕委員長
2017-18 理事・副幹事

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
第２回米山功労者

ロータリー歴

2002.1.14 岡崎RC 入会
2010-11 RA委員長
2012-14 広報委員長
2015-16 青少年委員長
2016-17 雑誌委員長
2018 愛知三州RC 移籍　幹事
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
ポール・ハリス・フェロー
米山功労者

ロータリー歴
2018.2.9 入会・副幹事
ロータリー歴

例
会
場

事
務
所

横山 真喜男 杉山 淳一
会長

よこやま  まきお

西三河分区

安城
RC

東洋理工（株）
代表取締役社長

幹事

すぎやま  じゅんいち

（株）東海石油
代表取締役社長

例
会
場

事
務
所

鈴木 文三郎 豊田 貴久
会長

すずき  ぶんざぶろう

西三河分区

刈谷
RC

角文（株）
代表取締役社長

幹事

とよだ  あつひさ

豊田産業（株）
代表取締役社長

例
会
場

事
務
所

鈴木 健三 角谷　修
会長

すずき  けんぞう

西三河分区

碧南
RC

衣浦歯科医院
院長

幹事

すみや  おさむ

碧南運送（株）
監査役

例
会
場

事
務
所

鳥居 祥雄 石川 哲朗
会長

とりい  よしお

西三河分区

西尾
RC

中日本鋳工（株）
代表取締役社長

幹事

いしかわ  てつろう

（株）悠峰写真場
代表取締役

例
会
場

事
務
所

岡田 邦義 伊藤 英紀
会長

おかだ  くによし

西三河中分区

愛知三州
RC

（株）岡田印刷
代表取締役

幹事

いとう  ひでき

（株）社会価値創造研究所
代表取締役

例 会 日
開会時間

第2・4木
18:30

例 会 日
開会時間

月
12：30

例 会 日
開会時間

金
12：30

例 会 日
開会時間

水
12：30

例 会 日
開会時間

火
12：30

〒444-0813 岡崎市羽根町字若宮30-1
 暮らしの杜 葵ホール1F 階段教室
TEL 0564-64-3050  FAX 0564-64-3051

〒444-0813 岡崎市羽根町字若宮30-1
 暮らしの杜 葵ホール2F
TEL 0564-64-3050  FAX 0564-64-3051
E-mail info@sanshu-rc.aichi.jp
URL http://www.sanshu-rc.aichi.jp

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

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

〒445-8601 西尾市奇住町洲田51
 西尾信用金庫本店1F 大会議室
TEL 0563-56-7111

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

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

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

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

〒447-8501 碧南市源氏神明町90
 碧南商工会議所内
TEL 0566-41-1100  FAX 0566-48-1100
E-mail info@hekinan-rc.jp
URL http://www.hekinan-rc.jp/
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1999.5 安城RC入会、その後三河安城RCへ移籍
2001-02 国際奉仕委員長（理事）
2006-07 副幹事（理事）
2007-08 幹事（理事）
2011-12 社会奉仕委員長（理事）
2016-17 会計（理事）
2017-18 会長エレクト（理事）
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
ポール・ハリス・フェロー
第３回米山功労者

ロータリー歴
2003.5 入会 
2010-11 職業奉仕委員長（理事） 
2017-18 副幹事（理事）

 
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
ポール・ハリス・フェロー
第３回米山功労者

ロータリー歴

2000.1.7 入会
2013-14 副幹事（理事・役員）
2014-15 幹事（理事・役員）
2016-17 西三河分区　分区幹事
2017-18 会長エレクト（理事・役員）
2018-19 会長（理事・役員）
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
第３回マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
第２回米山功労者

ロータリー歴
2005.2.16 入会 
2012-13 社会奉仕委員長（理事） 
2015-16 国際奉仕委員長（理事） 
2017-18 副幹事（理事・役員） 
2018-19 幹事（理事・役員）
 
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
ポール・ハリス・フェロー
米山功労者

ロータリー歴
1994.4 入会
2001-02 理事・新世代委員長
2008-09 役員・SAA
2016-17 役員・副会長
2017-18 役員・会長エレクト
2018-19 役員・会長
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
第３回米山功労者

ロータリー歴
1994.4 入会
2002-03 理事・社会奉仕委員長 
2005-06 理事・プログラム委員長 
2007-08 理事・国際奉仕委員長 
2009-10 役員・ＳＡＡ 
2018-19 役員・幹事 
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
第３回米山功労者

ロータリー歴

2000.8.24 入会
2013-14 幹事
2014-15 青少年奉仕委員長
2016-17 理事
 国際奉仕委員長
2017-18 会長エレクト
 クラブ奉仕委員長
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
ポール・ハリス・フェロー

ロータリー歴
2015.7.2 入会
2016-17 会報雑誌委員長
2017-18 副幹事

ロータリー歴
2008.5.13 入会
2010-11 職業奉仕委員長
2011-12 新世代委員長
2014-15 幹事

ロータリー歴
2014.5.13 入会 
2016-17 職業奉仕委員長
2017-18 副幹事

ロータリー歴

例
会
場

事
務
所

大須賀 慶一 鈴木 昭夫
会長

おおすか  けいいち

西三河分区

西尾KIRARA
RC

大須賀バラ園
代表

幹事

すずき  てるお

（有）穂積堂
会長

例
会
場

事
務
所

鈴木 民也 杉原 透恭
会長

すずき  たみや

西三河分区

知立
RC

（株）ベルテック
代表取締役

幹事

すぎはら  ゆきやす

（有）スギクリエートビュー
代表取締役

例
会
場

事
務
所

鈴木 康博 長坂 竜夫
会長

すずき  やすひろ

西三河分区

高浜
RC

（株）スズキゴム
代表取締役

幹事

ながさか  たつお

（有）京弘屋スロープ
代表取締役

例
会
場

事
務
所

太田 幹浩 田中 三千雄
会長

おおた  みきひろ

西三河分区

西尾一色
RC

太田歯科
院長

幹事

たなか  みちお

田中養魚
代表者

例
会
場

事
務
所

古居 一雄 渡邊 真一
会長

ふるい  かずお

西三河分区

三河安城
RC

安城印刷（株）
代表取締役

幹事

わたなべ  しんいち

（株）渡辺設計
代表取締役

例 会 日
開会時間

木
12：30

例 会 日
開会時間

火
12：30

例 会 日
開会時間

水
12：30

例 会 日
開会時間

金
12：30

例 会 日
開会時間

水
12：30

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

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

〒472-0033 知立市中町中128
 ホテルクラウンパレス知立3階
TEL 0566-85-3939  FAX 0566-81-5757

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

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

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

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

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

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

〒445-0854 西尾市永楽町3-45
 西尾信用金庫中央支店 2F 203号
TEL 0563-54-0123  FAX 0563-54-0800
E-mail office@kirara-rc.jp
URL http://www.kirara-rc.jp

クラブ会長・幹事 紹介

872018-19 Rotary International District 2760



ガバナー事務所

ロータリー財団

〒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
URL: http://www.rotary2760.org/

TEL: 052-211-2760 FAX: 052-211-0230
E-mail: fbranch@rotary2760.org

米山・青少年奉仕・青少年交換
TEL: 052-228-0808　FAX: 052-211-0230
E-mail（米山）:ybranch@rotary2760.org
E-mail（青少年奉仕）:youthservice@rotary2760.org
E-mail（青少年交換）:yebranch@rotary2760.org

ガバナーエレクト事務所
TEL: 052-201-2760 FAX: 052-201-1670
E-mail: governor19-20@rotary2760.org

第2760地区




