
2013年11月23日（土）・24日（日）　第21回
クラブテーマ：「熱田の杜・友愛・気品」

～R財団月間～
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13:00
14:00

15:00
15:30

15:50

16:15

16:50

地区指導者育成セミナー受付開始
地区指導者育成セミナー
地区諮問委員会

本会議第1日目

本会議受付開始
本会議第１日目開会

RI会長代理ご夫妻入場

オープニングアトラクション
点鐘
国歌・ロータリーソング斉唱
　フィリピン国歌『最愛の地』
　国家『君が代』
　ロータリーソング『我等の生業』
開会のことば
RI会長代理ご夫妻ご紹介
特別出席者紹介
出席クラブ紹介
主催者挨拶
RI会長代理挨拶
大会議事
〈報告事項〉
　●指名委員会
　●大会登録委員会
　●大会信任状委員会

〈審議事項〉
　●2012～2013年度地区決算の承認に関する件
　　決算報告
　　監査報告
　●ガバナーノミニー選任方法採択の件
　
　●指名委員会の委員選任の件
　　1.2013年規定審議会採択制提案　13-138に基づ

[於:2階青雲の間西]

[於:2階ル･パレ]

[於:2階天守の間] 

［於：２階ロビー］

司会／荒川　章三　寺尾　泉

RI会長代理ご夫妻／第3830地区（フィリピン）パストガバナー  Antonio&Armita Rufino

コール・ロータリー名古屋

ガバナー／田中　正規

指揮／加藤　典子

ピアノ／中村　容子

ホストクラブ会長／大矢　英憲

ガバナー／田中　正規

地区幹事／榊原　勝俊

ガバナー／田中　正規

RI会長代理／Antonio A.Rufino

委員長／田嶋　好博

大会実行委員長／細野　恭弘

委員長／江崎　柳節

前年度地区会計長／末岡　煕章

前年度地区監事／椙山　正弘

ガバナー／田中　正規

委員長／岡部　快圓

ガバナー／田中　正規

ガバナー／田中　正規

［於：２階天守の間］

司会／神野　三枝

名古屋フィルハーモニー交響楽団

RI会長代理ご夫妻  Antonio&Armita Rufino

大会実行委員長／細野　恭弘

ガバナー／田中　正規

地区幹事／榊原　勝俊

RI会長代理／Antonio A.Rufino

パストガバナー／千田　毅

J&O（ジェイアンドオー）

大会実行副委員長／井上　雅之

 

17:15

17:30
17:45

18:00

18:25

20:00

　　く地区決議会合を設置する件
　　2.地区として立法案を検討する為の機関を設置する件
　●RI理事指名委員会の委員選任の件
　●地区大会決議に関する件
　●採決

閉会・点鐘
諸事お知らせ

RI会長代理ご夫妻　歓迎晩餐会

受付開始
オープニング（開場）
ウェルカムミュージック
RI会長代理ご夫妻入場
開会のことば
歓迎のことば
特別出席者紹介
RI会長代理挨拶
乾杯
会食・歓談
アトラクション『J&Oコンサート』
ロータリーソング「手に手つないで」斉唱
閉会のことば
諸事お知らせ

地区大会風景

（コール・ロータリー名古屋）

（コール・ロータリー名古屋）

460-0008
名古屋市中区栄1丁目3-3 ヒルトン名古屋910号
052-211-3803
052-211-2623
2760_nagoya@mizuho-rc.jp
http://www.mizuho-rc.jp/
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ROTARY CLUB OF NAGOYA MIZUHO

第1625回例会

2013-2014年度 国際ロータリー第2760地区 地区大会
ホストクラブ：名古屋昭和ロータリークラブ

【第1日目】2013年11月23日(土)
【会場】ウェスティンナゴヤキャッスル



　ただ今ご紹介頂きました、名古屋
瑞穂RC所属のガバナーエレクト近
藤雄亮と申します。どうぞ宜しくお願
い致します。
　昨日・今日とRI会長代理アントニ
オ・ラフィーノご夫妻をお迎えして田
中ガバナー主宰の下、名古屋昭和
RCがホストをされ、この地区大会が
盛大に催されましたこと、心よりお喜び申し上げます。
　さて、ロータリーではRI戦略計画が立てられ、それをベースとして
色々言われていますが、要約をすれば、元気で活発なクラブを作り、
地域社会で、そして世界でよいことをしようと言うことだと思います。
私はロータリークラブの基盤は多様性と寛容の精神だと思っており
ます。従いまして、皆様のクラブを1つずつ訪問させて頂き、自分の目
で見て、耳で聞いて、そして何かを感じ取りたいと願っております。
そして次年度地区大会におきまして自分で感じたことをご報告させ
ていただきたいと思っています。
　一年気楽にお付き合いさせて頂き、皆様と一緒にロータリーライ
フを楽しみたいと思いますので宜しくお願いします。頑張ります。有
難うございました。

近藤雄亮ガバナーエレクト挨拶

※戦略計画
クラブのサポートと強化
人道的奉仕と重点化と増加
公共イメージと認知度の向上
　　　　＋
中核的価値観（core value）

※国際ロータリー定款
第3条目的
RIの目的は次の通りである。
（a）ロータリーの綱領を推進するようなプログラムや活動
を追求しているRI加盟クラブとRI地区を支援すること。
（b）全世界にわたって、ロータリーを奨励し、助長し、拡大
し、管理すること。
（c）RIの活動を調整し、全般的にこれを指導すること。

例会のご案内
■１1月28日（木）　振替により休会

12月5日（木）　クリスマス家族会
：場 所 ヒルトン名古屋4階「竹の間」

■次週の行事

12月12日（木）
：
：

会員卓話
テ ー マ

髙須洋志さん
ガバナー事務所の仕事

■次々週卓話
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ファミリープログラム集合
RI会長代理主催顕彰昼食会

本会議第2日目

本会議受付開始
本会議第2日目開会

RI会長代理入場

オープニングアトラクション

点鐘
国家・ロータリーソングの斉唱
　フィリピン国家『最愛の地』
　国家『君が代』
　ロータリーソング『奉仕の理想』
開会のことば
RI会長代理紹介
特別出席者紹介
出席クラブ紹介
ロータリーファミリー出席者紹介ならびに代表挨拶
　●RCC
　●ロータリー財団奨学生／VTT／
　　インドPOLIOワクチン投与メンバー
　
　●米山奨学生／米山学友会
　●インターアクトクラブ
　●ローターアクトクラブ／ライラ
　
　●青少年交換学生
物故会員紹介・黙祷
主催者挨拶ならびに現況報告
RI会長メッセージならびに現況報告

記念事業発表・目録贈呈
来賓祝辞

感謝状・記念品贈呈
　●Antonio Rufino RI会長代理
　●千田　毅2012-2013年度ガバナー
　●安城ロータリークラブ（前年度地区大会ホストクラブ）
　
2012-2013年度に関する表彰
　●国際ロータリー表彰
　●地区表彰

2013-2014年度に関する表彰
　●ロータリークラブ創立50周年表彰
　●ロータリークラブ50年在籍表彰

大会決議報告
ガバナーエレクト紹介
ガバナーエレクト挨拶
ガバナーノミニー紹介

[於:2階：ロビー］

[於:11階クラウン］

[於:2階天守の間]

[於:2階：ロビー］

[於:2階天守の間］

司会／鈴木　真司　早川　敦子

RI会長代理／第3830地区（フィリピン）パストガバナー　Antonio A.Rufino

名古屋女子大学中学校高等学校吹奏楽マーチングバンド部

ガバナー／田中　正規

名古屋女子大学中学校高等学校

吹奏楽マーチングバンド部

大会実行委員長／細野　恭弘

ガバナー／田中　正規

地区幹事／榊原　勝俊

ロータリー財団奨学生／織田　宏子

米山奨学生／クリングス・ザビーネ

阿久比高校IAC／明壁　生麿

地区ローターアクト代表／河合　あゆみ

帰国生／遠山　眞子

ガバナー／田中　正規

RI会長代理／Antonio A.Rufino

ガバナー／田中　正規

愛知県知事／大村　秀章

名古屋市長／河村　たかし

ガバナー／田中　正規

RI会長代理／Antonio A.Rufino

ガバナー／田中　正規

委員長／岡部　快圓

ガバナー／田中　正規

ガバナーエレクト／近藤　雄亮

ガバナーノミニー／加藤　陽一

次年度地区大会ホストクラブ／半田RC

米山学友（ホームカミング）／アグス スヘルマン スルヤディムリア

司会／早川　敦子

トヨタ自動車株式会社名誉会長／張　冨士夫氏

ガバナー／田中　正規

RI会長代理／Antonio A.Rufino

ガバナー／田中　正規

【第2日目】2013年11月24日(日)
【会場】ウェスティンナゴヤキャッスル

次年度地区大会ホストクラブ挨拶

委員会報告
　●米山記念奨学委員会

記念講演
講師紹介
講演『グローバル時代の企業経営』

謝辞
講評
閉会・点鐘
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