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2014～2015年度
国際ロータリーのテーマ
Light up Rotary
ロータリーに輝きを

2014～2015年度
国際ロータリー第2760地区
ガバナーのテーマ
集まろう・語ろう・楽しもう

2014～2014年度
名古屋瑞穂ロータリー会長のテーマ
感謝の気持ちを持って、
ロータリーライフを楽しもう

2014～2014年度
名古屋瑞穂ロータリー会長のテーマ
感謝の気持ちを持って、
ロータリーライフを楽しもう
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10:30

11:30
　　　
　　　
　

13:30

14:00

14:20

14:40
15:00

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
地区各委員会
本会議　登録受付開始
アトラクション　山車・おはやし

本会議第1日目

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
　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
地区役員出席者紹介
地区委員長出席者紹介
出席クラブ紹介
主催者挨拶
歓迎の挨拶
RI会長代理挨拶
大会議事
〈報告事項〉
　●大会登録委員会
　●大会信任状委員会
　●指名委員会
　●立法審議委員会
　●地区審議会

〈決議事項〉
　[第1号]2013-2014年度地区決算の承認に関する件
　　決算報告
　　監査報告

[於:1階講堂]

[於:2階学習室]

［於：1階ホワイエ］

下半田からくり（中・北組）

[於:1階ホール] 

司会／松石 奉之　麻生 知紗

RI会長代理／若林 紀男　俊子

半田ジュニアブラスバンド

ガバナー／近藤　雄亮

半田ジュニアブラスバンド

ホストクラブ会長／青井　雅純

ガバナー／近藤　雄亮

ガバナー／近藤　雄亮

地区幹事／髙須　洋志

地区幹事／髙須　洋志

ガバナー／近藤　雄亮

半田市長／榊原　純夫

RI会長代理／若林　紀男

大会実行委員長／杉浦　三郎

委員長／片山　主水

委員長／松前　憲典

委員／田嶋　好博

役員／田嶋　好博

前年度地区会計長／加藤　典男

前年度地区監事／尾崎　隆爾

パストガバナー／千田　毅

委員長／豊島　德三

ガバナー／近藤　雄亮

［於：ウェスティンナゴヤキャッスル　２階天守の間］

司会／松石 奉之　麻生 知紗

大獅子・小獅子

大会実行委員長／杉浦　三郎

ガバナー／近藤　雄亮

ガバナー／近藤　雄亮

ガバナー／近藤　雄亮

ガバナー／近藤　雄亮

RI会長代理／若林　紀男

パストガバナー／田中　正規

大会実行副委員長／椴山　晃雄
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　[第2号]ガバナーノミニー選任方法採択の件
　
　[第3号]地区大会決議に関する件
　　※第1号決議　ゲイリーC.K.ホァンRI会長テーマ推
　　　　　　　　  進の件
　　※第2号決議　RI会長代理若林紀男氏に対する感謝
　　　　　　　　 の件
　　※第3号決議　2013-2014年度国際ロータリー第
　　　                2760地区ガバナー田中正規君に対 
　　　　　　　　  する感謝の件
　　※第4号決議　会員増強促進の件
　　※第5号決議　ロータリー財団並びに米山奨学事業
　　　　　　　　  に対する理解と寄付協力並びに各プ 
　　　　　　　　  ログラム推進の件
　　※第6号決議　地区大会記念行事の採択の件
　　※第7号決議　地区大会ホストクラブに対する感謝
　　　   　　　　 の件
　　※第8号決議　国際ロータリー2014年度国際大会
　　　                 への参加の件
　　※第9号決議　次年度地区大会開催の件
　　※第10号決議　ロータリークラブ在籍60年以上表
　　　                  彰の件
　●採決

閉会・点鐘
諸事お知らせ
タクシー、バスにてウェスティンナゴヤキャッスルに移動

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）
オープニングアトラクション：獅子舞
開会のことば
特別出席者紹介
地区外出席者紹介
地区役員出席者紹介
歓迎のことば
RI会長代理挨拶
乾杯
会食・歓談
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

2014-2015年度 国際ロータリー第2760地区 地区大会
ホストクラブ：半田ロータリークラブ

【第1日目】2015年2月21日(土)
【会場】半田市福祉文化会館（雁宿ホール）



例会のご案内

8:30

9:00
10:00

10:30

11:30
12:00

13:00
13:30

14:30

15:30
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ファミリープログラム集合

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　笛
点鐘
国家・ロータリーソングの斉唱
　国家『君が代』
　ロータリーソング『奉仕の理想』
開会のことば
物故会員黙祷
RI会長代理紹介
地区外出席者紹介
地区役員出席者紹介
地区委員長出席者紹介
出席クラブ紹介
ロータリーファミリー出席者紹介
　●ロータリー財団奨学生／VTT
　●米山奨学生／学友
　●インターアクトクラブ／
　　ローターアクトクラブ／RYLA学友
　●青少年交換学生
　●RCC
主催者挨拶ならびに現況報告

[於:2階天守の間]

[於:2階：ロビー］

司会／松石 奉之　麻生 知紗

RI会長代理／若林　紀男

藤田　六郎兵衛

ガバナー／近藤　雄亮

伴奏：新海　智子

SL：内田　榮一

大会実行委員長／杉浦　三郎

ガバナー／近藤　雄亮

ガバナー／近藤　雄亮

ガバナー／近藤　雄亮

地区幹事／髙須　洋志

地区幹事／髙須　洋志

委員長／鈴木　文勝

副委員長／金田　秀和

委員長／秋田　敬治

委員長／秋田　敬治

ガバナー／近藤　雄亮

RI会長代理／若林　紀男

アトラクション：友愛の広場／下判田からくり（南組）

 [於:11階クラウン］

コール・ロータリー名古屋

タイ学友／アヌチャポリブーン

RAC地区代表／坂上　卓史

R平和フェロー／水野ショー真希

VTTチームメンバー／森本　守

委員長／豊島　德三

ガバナー／近藤　雄亮

愛知県知事／大村　秀章

半田市長／榊原　純夫

ガバナー／近藤　雄亮

RI会長代理／若林　紀男

直前ガバナー／田中　正規

ガバナー／近藤　雄亮

ガバナー／近藤　雄亮

ガバナーエレクト／加藤　陽一

ガバナー／近藤　雄亮

ガバナー／近藤　雄亮

次年度地区大会ホストクラブ/岡崎東RC

丹羽　宇一郎氏

ガバナー／近藤　雄亮

RI会長代理／若林　紀男

ガバナー／近藤　雄亮

【第2日目】2015年2月22日(日)
【会場】ウェスティンナゴヤキャッスル

RI会長メッセージならびに現況報告
昼食
RI会長代理主催顕彰昼食会

午後の部

オープニングアトラクション
ロータリーファミリーTIME
　●米山奨学委員会
　●青少年奉仕委員会
　●ロータリー財団委員会

大会決議報告
記念事業発表・目録贈呈
来賓祝辞
　
感謝状・記念品贈呈　
　●若林　紀男RII会長代理
　●田中　正規2013-2014年度ガバナー
　●名古屋昭和ロータリークラブ
　  （前年度地区大会ホストクラブ）
　
2013-2014年度に関する表彰
　●国際ロータリー表彰
　●地区表彰

2014-2015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
　●ロータリークラブ60年以上在籍表彰
　●企業・ロータリークラブ社会奉仕功労表彰
　●被災高校生支援　桜花学園高等学校IAC表彰
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
次年度地区大会ホストクラブ紹介
次年度地区大会ホストクラブ挨拶

休憩
記念講演
講師紹介
講師
謝辞
RI会長代理講評
閉会・点鐘

■今週の卓話 3月5日（木）

世界文化遺産と愛知の祭り

愛知県山車まつり保存協議会

事務局長　溝口正成さん

テ ー マ

卓話講師
：

：

■次週の卓話 3月12日（木）

淡墨桜長寿の秘密

（有）板尾開発　樹木医　浅野明浩さん

テ ー マ

卓話講師
：

：

■次々週卓話 3月19日（木）

創立35周年・我が名古屋瑞穂RCの歩み

野崎　洋二さん

テ ー マ

会員卓話
：

：

地区大会風景
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