
国際ロータリー会長 プロフィール・RIテーマ

税法、遺産、農業法を専門とする Blackburn, Maloney, and Schuppert法律事務所の社長であるマロー
ニー氏は、米国南東部・中西部の大手農場経営者の顧問弁護士であるほか、米国弁護士協会の農業関
係委員会の委員長を務めています。また、米国弁護士協会とアラバマ州弁護士協会、アラバマ州法律
協会の会員です。

地元ジケーターでも熱心に活動し、自身が所属する教会の財務委員長と地元カトリック学校理事長
のほか、Community Foundation of Greater Decatur会長、Morgan County Meals on Wheels会長、
United Way of Morgan County理事、Decatur-Morgan County商工会議所の所長を務めています。

1980年にロータリークラブ入会し、以来、RI理事、財団管理委員と副管理委員長、ジョナサン・マ
ジィアベ2003-04年度会長のエイドを務めました。また、規定審議会の議長と副議長、運営議事手続
きの専門家、研修者のほか、2004年大阪国際大会委員会のアドバイザー、2014年シドニー国際大会の
委員長も務めました。
ガバナーとなる前には、研究グループ交換のリーダーとしてナイジェリアに赴いた経験もあります。

ロータリー財団関連では、未来の夢委員長、ロータリー財団地域コーディネーター、財団研修セミ
ナーのモデレーター、恒久基金米国アドバイザー、平和センター委員、WASH（学校での水・衛
生）委員会のアドバイザーを歴任しました。
同じ法律事務所の弁護士であり、ジケーター・ロータリークラブの元会長でもあるガイ夫人ととも
に、ポール・ハリス・フェロー、メジャードナー、遺贈友の会会員となっています。

2019-20年度 国際ロータリーのテーマ
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ロータリーは世界をつなぐ
ロータリーの礎は「つながり」です。若い弁護士としてシカゴにやって来たポール・ハリスがロータ
リーを創設した最大の理由、それは見知らぬ街でほかの人たちと「つながる」ことでした。それから
1世紀以上が経った今、私たちの周りには、ポール・ハリスの時代には想像もできなかったような友
情とネットワークを築くための方法が数多く存在します。それでも、ロータリーにおける「つなが
り」は独特であり、ほかに類を見ません。

国際ロータリーには、地域社会とつながり、職業のネットワークを広げ、強くて末永い関係構築がで
きる確固とした使命と構造があります。会員による数多くのプロジェクトやプログラム、ポリオ撲滅
活動におけるロータリーのリーダーシップ、国連との協力などを通じ、私たちはグローバルコミュニ
ティとつながっています。私たちの奉仕活動は、同じ価値観を共有し、より良い世界のために行動し
たいと願う人びとの結びつきをもたらします。また、ロータリーがなければ出会うことがなかった人
びと、 共通の考えを持った人びと、私たちの支援を必要とする人びととつながり、世界中の地域社
会で人生を変えるような活動を行うことを可能にしています。

21世紀の新たな10年の始まりに、私たちはロータリーの未来を形作っています。2019-20年度、ロー
タリーは新しい戦略計画を実行に移し、規定審議会が採択した革新性に応え、より活性化された重点
分野において活動します。しかし、ロータリーの未来を形作る本当の場所はクラブです。刻々と変化
する現実に対応するために、ロータリーはクラブに注力していかなければなりません。

クラブはロータリーでの経験の中心部ですが、今ではクラブのあり方をより創造的かつ柔軟性をもっ
て決めることができます。これには例会の方法や、何をもって例会とするかを検討することも含まれ
ます。会員増強のアプローチにおいては、組織立った戦略的・革新的な方策が必要です。そうするこ
とで、地域社会とのより広く、深いつながりができるだけでなく、より多様な会員に魅力を感じても
らい、積極的な参加を促すことができるでしょう。 

実際のところ、ロータリーは家族です。そうであるにも関わらず、会員組織の構造やリーダーシップ
の要求などがあることで、今日の若い職業人にとってはロータリーが手の届きにくい存在となってい
るようです。ロータリーは、家族との時間を犠牲にするのではなく、家族との時間を補うような経験
を提供する場である必要があります。クラブが温かく、みんなを受け入れるような雰囲気があれば、
家族と奉仕活動は両立でき、家族志向の若い職業人にロータリー奉仕や市民としての参加の機会を提
供できます。また、ロータリーの役職に対する期待事項を、多忙な職業人にあわせて現実的かつ管理
可能なものとすることで、将来ロータリーのリーダーとなる次世代のロータリアンのスキルを高め、
ネットワークを築くことができるでしょう。

2019-20年度には、「ロータリーは世界をつなぐ」のテーマの下、ロータリーの奉仕を通じて、有能
で思慮深く、寛大な人びとが手を取り合い、行動を起こすためのつながりを築いてまいりましょう。

2019-20年度国際ロータリー会長
マーク・ダニエル・マローニー
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皆さん、おはようございます。サンディエゴへ、そして2019年ロータリー国際協議会へ、ようこ
そお越しくださいました。

サンディエゴへの旅は快適でしたか？

旅行、特に空の旅について文句を言う方は少なくありませんが、私はいつも旅行が好きです。列
車でも、飛行機でも、車でも、船でも、どこかに行くのが好きなのです。ワクワク感や新しい機
会、それまで見たことのないものを見たり、会ったことのない人に会ったりするチャンスがある
からです。

スーツケースの荷造りをして家を出たら、何が待ち受けているかわかりません。

これはいいことかもしれませんし、よくないことかもしれません。

数カ月前、妻ゲイと旅行をしたとき、陽気な旅好き（つまり私）の楽観主義を打ち砕いてしまう
ような経験をしました。もう旅を終えているはずの日なのに、予定していなかった空港で降ろさ
れ、翌朝は聞いたことのない名のホテルで目覚めるはめになったのです。まったくついていない
日でした。

しかし、旅とは自分でつくるものです。私たちは、ニューヨーク市のジョン F. ケネディ国際空
港で6時間ほど待たされていました。この空港には年間約6千万人の利用客がおり、90社以上の飛
行機が乗り入れて世界のほぼすべての国を行き来しています。アメリカの玄関口ともいえる空港
ですから、ありとあらゆるタイプの人がいます。待ちながら、私はゲイに「ぶらっと散歩して、
人間観察をしてみよう」と言いました。そして、ターミナルの一番端まで歩き、戻ってくる間に、
それぞれの搭乗ゲートを観察しました。いろんな目的地に向けて、いろんなグループの人たちが
搭乗を待っています。

目的地の表示を見なくても、どこ行きの飛行機だかわかることもありました。台北、モスクワ、
ケープタウン、イスタンブールなど、そこにいる人たちの行き先がわかるのです。各ゲートが、
人の島をつくっていました。コンコースの中央はニューヨーク、そこを歩く私たちは、ほかの人
たちと一緒に川を下っています。川の流れを離れて搭乗ゲートの座席に座ると、そこは島です。
その島は、ブエノスアイレスだったり、パリやテルアビブだったりします。

歩き始めたとき、ある考えがひらめきました。「いろんな国から、いろんな人が、一つの場所に
集まっている。ロータリーみたいだ！」と。しかし、ゲートを次々と通り過ぎながら、あること
に気づきました。

いや、ロータリーとはまったく違う。この川を下っている人はみな、それぞれ違う島を目指して
いるから。それぞれの島は、一つの島でしかない。台北に行く人たちが互いに話すことはあって
も、カイロ行きやリマ行きの人たちと話すことはない。アムステルダムに行く人たちは、ラゴス
に行く人たちとはまったく関係がない。

これをロータリーと比べてみてください。
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これから数日間、皆さんは、世界中から集まった人たちと出会い、話すだけではなく、ともに協
力し、分かち合い、人生最大の冒険に向けて準備をしながら、仲間や友人となっていくのです。

荷造りをして家を出たとき、この旅で何が待ち受けているかは誰もわかりませんでした。

今もわかりません。

しかし、確かなことが一つあります。それは、旅とはすべて自分でつくるものだということです。

今週、私たち一人ひとりが始める旅、2019-2020年度に向けて、また2019-2020年度とその先にと
もに歩んでいく旅は、私たちが一緒につくるものです。出身国がどこであれ、話す言語が何であ
れ、文化や伝統が何であれ、私たちがここに来た目的は一つです。

それは、より多くのロータリアン、ローターアクター、そしてすべてのロータリーファミリーが、
これまでよりもっとよく奉仕できるように、より強いロータリーを築くことです。

2019-2020ロータリー年度に目を向けながら、今日はここで、そのための私たちの役割についてお
話ししたいと思います。

ロータリーだけでなく、どの組織でも、リーダーの目標は、決して「可能な限り最大限を達成す
ること」であるべきではありません。真のリーダーの目標は常に、「周りの人が可能な限り最大
限を達成できるようにすること」であるべきです。皆さんが素晴らしい仕事をすると信じて疑い
ませんが、今週とその先に注目していただきたいのは、地区とクラブが最大限に活動できるよう
導くには何が必要か、ということです。皆さんの役割は、クラブで活動するロータリー会員を支
援すること、そして、より強い組織を築くことです。これは、次年度の皆さんの役割であり、私
の役割であり、私たちが分かち合っている役割です。そのために私たちは、新しい戦略計画に
沿って協力します。すなわち、より大きなインパクトをもたらし、参加者の基盤を広げ、参加者
の積極的なかかわりを促し、適応力を高めるのです。

活動の指針となる強調事項は4つあります。 

最初の強調事項は、ロータリーを成長させることです。私たちの奉仕活動やプロジェクトのイン
パクトを成長させること、また、最も重要なのは、これからより多くのことを達成するために、
会員基盤を成長させることです。

ロータリーの会員増強がよく話題になります。毎年、同じ問題について、少しずつ違う方法で話
しています。ロータリーが急成長している地域もありますが、多くの地域では期待する変化が見
られていません。昨年、ロータリーでは、誰も望んでいなかった記録が打ち立てられました。そ
れは、ロータリー退会者数の記録です。期待した経験がロータリーで得られなかったから退会し
た、という人たちがいました。生涯ずっとロータリーを愛しているという人たちもいましたが、
彼らは去りました。その能力、経験、リーダーシップと一緒にロータリーを去ったのです。

この課題への答えは、退会者の代わりに新入会者を増やすことではありません。それは、穴だら
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けのバケツに水を注ぐようなものです。会員減の根本原因、すなわち、会員の不十分な参加や、
着実に進む会員の高齢化に取り組む必要があるのです。

根本から変える時が来ていることは明らかです。会員の参加促進と多様化を阻む障害が何である
かは、もうわかっています。この知識を基に、行動を起こす時が来ています。新しい会員モデル
をつくり、ロータリー入会への新しい道をひらき、既存のクラブが既存のニーズをかなえていな
いところで新しいロータリークラブとローターアクトクラブをつくるのです。これは、クラブと
会員基盤の成長がなぜそれほど大切なのかをクラブ会長に理解してもらうだけでなく、そのため
の効果的な構造をクラブが備えられるようにすることを意味します。

奉仕するロータリーと消えゆくロータリー、それを分かつのが会員増強であることを考えると、
会員増強委員会のないクラブがいかに多いか、また、友人の勧誘を会員に強く勧めるだけのアプ
ローチを用いているクラブがいかに多いかに驚きます。それは、すべてのクラブが一様にならざ
るを得ない道であったばかりか、成長のない20年間をもたらしました。必要なのは、組織的なア
プローチです。全地区に会員増強委員長を任命すること、そして、個人ではなく地域社会に入念
な目を向けることのできる多様な委員から成る会員増強委員会をクラブに設置することです。地
域社会にいる人びとのグループ、役職、職業のうち、クラブに会員がいないのはどれか？見つけ
る必要があるのは、そういった人たちです。

このアプローチは画期的でも何でもなく、ロータリーに古くからあるアイデアの一つにすぎませ
ん。つまり、「職業分類制度」と呼ばれるものです。113年間続いてきたものであり、これを再
発見し、活用する必要があります。

これに加え、新クラブの結成を通じてロータリーを成長させなければなりません。ロータリーク
ラブがないところだけでなく、ロータリーが既に活発に活動している地域社会においても、新ク
ラブをつくる必要があります。ほかのクラブとは違う例会や奉仕の機会がある新しいモデルのク
ラブを立ち上げる必要があります。新クラブの結成は、地区ガバナーと地区の明確な責務である
ことを忘れないでください。

次年度の2つめの強調事項は、クラブよりも家庭に近いところにあります。それは、「家族」で
す。 

私がガバナーだったとき、まだ幼い娘が2人いるのにどうやって職業とロータリーのバランスを
図っているのかと時々聞かれました。その答えはシンプルでした。ゲイと一緒に子どもたちも連
れていったのです。娘たちはマローニー家で育てられましたが、ロータリーファミリーにも育て
られました。これは、娘たちだけでなく、家族全員のためになりました。さらに、クラブか家族
かの取捨選択をしなくて済んだので、ロータリーのためにもなりました。

会員にこの選択を期待すべきではありません。ロータリーの活動と家族との時間が競合せず、互
いに補完し合うような文化をつくっていく必要があります。これには、現在の文化を変えるため
の現実的なステップを踏み出すこと、つまり、期待を現実的に受け止めて、会員のスケジュール
に配慮し、すべてのレベルのロータリー行事（この国際協議会にいたるまで）に子どもを受け入
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れることを意味します。

私たちが最もロータリーに必要とする人びと、すなわち、地域社会に貢献したいという若い職業
人たちの日常的な現実を無視したままでは、ロータリー会員の平均年齢を変えることはできませ
ん。人生の段階の途上にある若い世代を、ありのままに迎え入れる必要があります。

これと関連しているのが、3つめの強調事項です。それは、忙しく仕事しているロータリアンも
ロータリーのリーダーとなれるようにするための道をひらくことです。

クラブ会長の仕事は、忙しい職業人には重すぎる時間のコミットメントであると見なされるべき
ではありません。地区ガバナーの仕事は引退してから務めるものだと期待すべきではありませ
ん。リーダーの役職をフルタイムの仕事にしてしまうことで、ロータリーが最も必要とする人た
ち、つまり、奉仕とリーダーシップを数十年にわたってロータリーで発揮できる潜在性のある人
たちに、貢献への扉を閉ざしてしまっているのです。

ロータリーのはしごは、登るのが難しいものであるべきではありませんし、その必要もありませ
ん。

もっと簡単にできるのです。ロータリーでリーダーとなることを阻む障壁の多くは、私たち自身
が築いたものであり、違う時代、違う世代に合わせてつくられたものです。今こそ、適応し、文
化を変えるときが来ています。全クラブを個別に訪問しなくても優れた地区ガバナーになれる、
また、全部一人でこなさなくても優れたクラブ会長になれるというメッセージを伝えるときが来
ていいます。人生のどの段階にあっても、次年度にリーダーシップを執るのは皆さんです。ご自
分の地区で、リーダーシップの文化を変え始めてください。

これら3つの強調事項はすべて、組織内部の健全さ、すなわち、ロータリーの成長を可能とする
構造と機能に焦点を当てています。しかし、ロータリーは地域社会から孤立している存在ではあ
りません。ロータリーは、それが奉仕する世界に存在するのであり、世界をつなぐために奉仕し
ています。

この理由から、4つめの強調事項は、長年にわたるロータリーと国連との歴史的な関係に焦点を
置いています。

2020年はロータリーの115周年にあたり、国連はその歴史的な設立から75周年を迎えます。この
年は、私たちのパートナーシップを祝うときでもあり、世界各地で一連の会長主催会議が予定さ
れているほか、ロータリーが大きく貢献できる「持続可能な開発目標」に焦点を当てていきま
す。安全な水、保健の充実、教育の改善、経済の安定など、世界の恵まれない人たちのためにど
の分野で活動する場合も、ロータリーは、より健康で、平和で、持続可能な世界に向けた国連の
継続したコミットメントを共有しています。ロータリーは、ほかの組織では得られないものを提
供しています。それはつまり、奉仕と平和という精神の下に世界中の人びとがつながることがで
き、目標に向かって意義ある行動を起こすことのできるロータリーのインフラです。

ロータリーのビジョン声明は次のように謳っています。「私たちロータリアンは、世界で、地域
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社会で、そして自分自身の中で、持続可能な良い変化を生むために、人びとが手を取り合って行
動する世界を目指しています」

私たちは行動人です。世界を変えたいと望むだけでなく、インスピレーションを持続可能な真の
変化に変える力が、私たちにはあります。

その力は、私たち自身、また、私たちの活動を可能とするロータリーという土台があるおかげで
す。

ロータリーを通じて、私たちはつながります。

ロータリーで私たちは、お互いの違いを超え、深く、意義あるかたちでお互いにつながることが
できます。ロータリーがなければ出会うことがなかった人びと、職業上の機会、私たちの支援を
必要とする人たちとのつながりをもたらしてくれます。

このつながりこそが、私がJFK空港のコンコースを歩いたときの経験と、ロータリーでの経験を、
まったく違うものにしています。ロータリーでは、誰一人として島ではありません。誰であろう
と、どこに住んでいようと、どの言語を話そうと、どの伝統に従おうと、私たちは皆一緒にいま
す。私たちは互いに、また地域社会とつながり、同じクラブの会員だけでなく、私たち全員が属
する世界的コミュニティの人たちとつながっています。

ロータリーでの体験の中核にあるのが、このつながりです。それがあるから、私たちはロータ
リーに入会し、ロータリーにとどまるのです。ロータリーを成長させる方法も、つながりにあり
ます。そして、これが2019-2020年度のテーマです。「ロータリーは世界をつなぐ」 

世界がかつてないほど分断されている今日、私たち全員をつなぐのはロータリーです。私が手に
しているこの機器も、世界とのつながりを可能にします。皆さんも2019-2020年度テーマを撮影し
ようと携帯電話を手にお持ちのようですので、ソーシャルメディアでこのテーマをシェアしてい
ただきますようお願いします。写真を撮って、ソーシャルメディアに投稿し、ロータリーを通じ
て皆さんが世界といかにつながっているかをシェアしてください。

比類のない基盤を有するロータリーを通じて私たちは、人類の素晴らしい多様性とつながり、共
通の目的を追求しながら末永く深い絆をつくり出します。

楽観主義、勇気、そして喜びを胸にともに旅立つ今、この旅は、ほかの旅と同じように、私たち
自身がつくっていくものだと私たちは知っています。これまで何世代ものロータリアンにインス
ピレーションを与えてきた奉仕と友情の精神で、これからの1週間、そして次年度に取り組みま
しょう。奉仕、友情、そしてコミットメントを通じて「ロータリーは世界をつなぐ」という確信
を胸に。



ＲＩ国際大会（ハワイ・ホノルル）

　2020年6月6日～10日

・2760ゴルフ大会　6月5日（金）

・ガバナーナイト　6月6日（土）

ホノルルで
ロータリーの
思い出を！

Enjoy Rotary in Honolulu



2019-20年度 ロータリークラブ対象のロータリー賞
ロータリークラブ対象のロータリー賞は、

ロータリー戦略計画の優先事項を支えるため

に、以下に挙げられた活動項目を達成したク

ラブを称えることを目的としています。クラ

ブは、これらの項目を達成するために丸1年

間をかけて取り組みます。

クラブがMy ROTARYでクラブ・会員の情

報を更新している限り、多くの項目の達成状

況は、国際ロータリーで自動的に確認するこ

とができます。いくつかは、ロータリーク

ラブ・セントラルなどのオンラインツールを

使って、クラブが達成状況を入力する必要が

あります。ロータリー賞の受賞資格を満たす

には、年度開始時から終了時までクラブが正

規にRIに加盟していることが条件となりま

す。2019年7月1日時点の会員数と比較し

て算出され、2020年7月1日時点の会員数

が確定する2020年8月15日以降に表彰さ

れます。

人びとをつなぐ  　　　　　　　　　　　　　　　　　　
以下のうち少なくとも5項目を達成
●　少なくとも5名の会員から成るクラブ会員増強委員会を設置し、そ

の委員長を国際ロータリーに報告する。
●　会員1名の純増を達成する。
●　既存会員と新会員の維持率を維持または改善する：

　○　クラブの会員維持率を1ポイント上げる。 または

　○　2018-19年度のクラブの会員維持率が90％以上である場合、

　　これを維持する。
●　女性会員または40歳以下の会員1名の純増を達成する。
●　会員の職業を調べるために職業分類調査を実施し、地域社会にある

ビジネスと専門職の実情に沿った会員基盤を築くために活動する。
●　新しいロータリークラブまたはロータリー地域社会共同隊のスポン

サーまたは共同スポンサーとなる。 
●　インターアクトクラブまたはローターアクトクラブを提唱または共

同提唱する。 
●　ロータリー学友のための行事を開催し、ロータリーでネットワーク

を広げる機会を紹介する。 
●　青少年交換学生またはRYLA参加者を派遣する。 

行動する 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
以下のうち少なくとも5項目を達成
●　少なくとも5名の会員から成るクラブ財団委員会を設置し、その委

員長を国際ロータリーに報告する。 
●　奉仕プロジェクトに関与する会員数を増やす。 
●　年次基金への会員一人当たりの平均寄付額が少なくとも100米ドル

となる。 
●　ロータリーのポリオ撲滅活動への募金または認識向上を目的とした

行事を開く。 
●　ロータリーの6つの重点分野のいずれかにおいて、意義ある社会奉

仕プロジェクトまたは国際奉仕プロジェクトを実施する。 
●　クラブで成功させたプロジェクトの情報（活動の詳細、ボランティ

ア活動に費やした時間、募金額など）をRotary.orgに投稿する。
●　企業、政府団体、非政府団体とのパートナーシップを継続または確

立し、プロジェクトで協力する。 
●　ロータリーブランドのガイドライン、テンプレート、「世界を変え

る行動人」キャンペーン用広告・資料、その他の関連資料を活用す

る。 
●　クラブとロータリーの活動を伝えるためにクラブ会員がメディアと

話す機会を手配する。 



2019-20年度 ローターアクトクラブ対象のロータリー賞
ローターアクトクラブ対象のロータリー賞

は、ロータリーの優先事項を支えるために、

以下に挙げられた活動項目を達成したクラブ

を称えることを目的としています。クラブ

は、これらの項目を達成するために丸1年間

をかけて取り組みます。

ロータリー賞の受賞資格を満たすには、

2019年7月1日よりも前に国際ロータリー

により認定されているローターアクトクラブ

であることが条件となります。クラブは、

2020年8月15日までに、推薦書の提出を

通じて、必要項目を達成したことを報告する

必要があります。

人びとをつなぐ  　　　　　　　　　　　　　　　　　　
以下のうち少なくとも3項目を達成
●　会員1名の純増を達成する。 
●　少なくとも50％の会員が、My ROTARYのプロフィールページに

自分のスキルと関心を入力する。
●　双子クラブの関係を築く、または維持する。 
●　「世界ローターアクト週間」やローターアクト創立記念日にイベン

トを実施し、報道機関を招いてクラブとロータリーの活動を伝える。
●　提唱ロータリークラブと共に、ネットワークを広げる行事や交流活

動に参加する。

行動する  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
以下のうち少なくとも3項目を達成
●　ポリオプラスへの会員一人あたりの平均寄付額が25米ドルとなる。
●　ロータリーのポリオ撲滅活動への募金または認識向上を目的とした

行事を開く。 
●　提唱ロータリークラブと協力し、ロータリーの6つの重点分野のい

ずれかにおいて、意義ある社会奉仕プロジェクトまたは国際奉仕プ

ロジェクトを実施する。 
●　クラブで成功させたプロジェクトの情報（活動の詳細、ボランティ

ア活動に費やした時間、募金額など）をRotary.orgに投稿する。
●　ロータリーブランドのガイドライン、テンプレート、「世界を変え

る行動人」キャンペーン用広告・資料、その他の関連資料を活用す

る。



2019-20年度 インターアクトクラブ対象のロータリー賞
インターアクトクラブ対象のロータリー賞

は、ロータリーの優先事項を支えるために、

以下に挙げられた活動項目を達成したクラブ

を称えることを目的としています。クラブ

は、これらの項目を達成するために丸1年間

をかけて取り組みます。

ロータリー賞の受賞資格を満たすには、

2019年7月1日よりも前に国際ロータリー

により認定されているインターアクトクラブ

であることが条件となります。また、2019

年7月1日よりも前に、成人のアドバイザー

（顧問）が、自分の氏名と連絡先を国際ロー

タリーに報告する必要があります。提唱ロ 

ータリークラブの役員またはインターアクト

クラブのアドバイザーが、2020年8月15

日までに推薦書を提出します。

人びとをつなぐ  　　　　　　　　　　　　　　　　　　
以下のうち少なくとも2項目を達成
●　若いリーダーのためのロータリープログラム（RYLA、ロータリー

青少年交換など）を会員に紹介するための会合を開く。
●　提唱ロータリークラブまたはアドバイザー（顧問）と協力して、

キャリア開発支援またはメンタリング活動を立ち上げ、参加する。
●　提唱ローターリークラブまたはアドバイザー（顧問）と協力し

て、卒業するインターアクターにローターアクトクラブを紹介する

（ローターアクトクラブは大学と地域社会のどちらを基盤としても

よい）。
●　「世界インターアクト週間」やインターアクト創立記念日に活動を

実施し、報道機関を招いてクラブとロータリーの活動を伝える。

行動する  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
以下のうち少なくとも3項目を達成
●　「世界青少年奉仕デー」（Global Youth Service Day）のためのプ

ロジェクトを計画、実行する。
●　ロータリーのポリオ撲滅活動への募金または認識向上を目的とした

行事を開く。 
●　提唱ロータリークラブまたはアドバイザーと協力し、ロータリーの

6つの重点分野のいずれかにおいて、意義ある社会奉仕プロジェク

トまたは国際奉仕プロジェクトを実施する。
●　クラブで成功させたプロジェクトの情報（活動の詳細、ボランティ

ア活動に費やした時間、募金額など）を、提唱ロータリークラブま

たはアドバイザーに頼んでRotary.orgに投稿してもらう。
●　ロータリーブランドのガイドライン、テンプレート、「世界を変え

る行動人」キャンペーン用広告・資料、その他の関連資料を活用す

る。



2019-20年度 ロータリー会長特別賞

ロータリークラブ対象 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ロータリー賞を達成し、さらに以下から1項目を達成した場合「シルバー賞」、

 2項目達成で「ゴールド賞」、3項目達成で「プラチナ賞」が贈られます。

●　リーダーをつなぐ：会員5名以上の純増を達成する。 
●　家族をつなぐ：会員の家族、青少年プログラム参加者や地域社会のそのほかの人た

ちが参加できる家族志向の奉仕プロジェクトを実施する。
●　職業や専門知識をつなぐ：会員のスキルを向上させるため、リーダーシップ、自己

研鑽、専門能力開発プログラムなどを開始または継続する。
●　地域社会をつなぐ：少なくとも月に4回、ソーシャルメディアでクラブとその奉仕活

動の情報を発信し、クラブ会員がいかに「世界を変える行動人」であるかを示す。 

ローターアクトクラブ対象    　　　　　　　　　　　　　　　　
ロータリー賞を達成し、さらに以下から1項目を達成した場合「シルバー賞」、

 2項目達成で「ゴールド賞」、3項目達成で「プラチナ賞」が贈られます。

●　リーダーをつなぐ：会員5名以上の純増を達成する。 
●　家族をつなぐ：会員の家族や友人、青少年プログラム参加者や地域社会のそのほか

の人たちが参加できる家族志向の奉仕プロジェクトを実施する。
●　職業や専門知識をつなぐ：会員のスキルを向上させるため、リーダーシップ、自己

研鑽、専門能力開発プログラムなどを開始または継続する。
●　地域社会をつなぐ：少なくとも月に4回、ソーシャルメディアでクラブとその奉仕活

動の情報を発信し、クラブ会員がいかに「世界を変える行動人」であるかを示す。

インターアクトクラブ対象 　　　　　　　　　　　　　　　　　
ロータリー賞を達成し、さらに以下から1項目を達成した場合「シルバー賞」、

 2項目達成で「ゴールド賞」、3項目達成で「プラチナ賞」が贈られます。

●　リーダーをつなぐ：会員のスキルを向上させるため、リーダーシップ開発プログラ

ムを開始または継続する。 
●　家族をつなぐ：会員の家族や友人が参加できる家族志向の奉仕プロジェクトを実施

する。  
●　学業をつなぐ：提唱ロータリークラブまたはアドバイザーと協力し、地元のロータ

リークラブが提供している奨学金やそのほかの奨学金の機会を調べ、クラブにその

結果を伝える。
●　地域社会をつなぐ：クラブとその活動を紹介したビデオを「インターアクト・ビデ

オ賞」に応募して、クラブ会員がいかに「世界を変える行動人」であるかを示す。

なお、今年度は、ロータリー賞の必須項目を達成し、さらに追加項目から 1～3項目

を達成したロータリークラブに、ロータリー会長特別賞が贈られます。



2019－20年度
地区方針

「グローバルに考え　地域社会とつながり
ロータリーを成長させよう」

―　ポスト平成のクラブをデザインする　―

私たちは今、大きな変化の時代にロータリー活動をしています。日本の少子高齢化をともなう人口減
少は前人未到の領域に入り、急速に進む非連続的な技術進歩も経済社会の様々な面で大きな影響を与
えつつあります。そうした大きな変化の時代に、ロータリークラブの持続可能性は、その中にどれほ
どの多様性と柔軟性を包摂できるかに依存します。

マーク・D・マローニーRI会長は「ロータリーは世界をつなぐ」のテーマを掲げました。ロータリー
のビジョン声明（２０１７年採択）には次のように謳っています。「私たちロータリアンは、世界で
地域社会で自分自身の中で、持続可能な良い変化を生むために、人々が手を取り合って行動する世界
を目指しています」。つまり、私たちはロータリーを通じて手を取り合ってつながります。ロータ
リーを成長させる方法も、つながりにあります。つながりがより大きくなれば地域社会へより大きな
インパクトをもたらします。そのために従来のロータリークラブの既成概念を抜け出す多様性と柔軟
性で適応力を高めるのです。

多様性と柔軟性が組織の持続可能性において大きな因子であることはビジネスの世界で明白です。
Apple社が初めて市場参入したときはイノベーターでした。ロータリーがその初期において社会的変
化と良いことを生むつながりという点でイノベーターであったことと同じです。やがてApple社は社
会の変化に多様性と柔軟性で対応した適応力を身に着け世界で最も価値ある企業の一つになりまし
た。一方、Kodak社に起きたことは、かつては革新的な技術を持っていたものの革新を止めてしまい
社会の変化への柔軟性を失い倒産を余儀なくされました。

この例の轍を踏むことなく、ロータリークラブはロータリーの５つの中核的価値観をベースに、さら
に踏み込んだ“知的多様性”と“革新的柔軟性”を取り入れる必要性が高くなっています。１０年後
２０年後の日本のロータリークラブの人口構成を想定するとポスト平成のロータリークラブは“知的
多様性”と“革新的柔軟性”を包摂することなくして持続可能性を高めることはできません。私たち
はお互いの違いを超え、深く意義あるかたちでつなぎ、つながりを地域に発展させ、職業上のネット
ワークを広げ、ロータリークラブの公共イメージの向上とともにクラブの在り方をデザインし、ロー
タリークラブを成長させていくことが重要です。さあ、時は今です。各クラブがロータリーを成長さ
せることを考え行動しましょう。

地区方針・ガバナー特別賞



地区方針・ガバナー特別賞

《活動指針》
● クラブ戦略委員会で例会と奉仕の在り方を見直す

・今年から始まる５年間のRI戦略計画を理解し行動する。

・変化を受け入れるためのビジョン、スキル、メリット、行動計画を作成する。

・各クラブのホームページを戦略的に見直し、つながるロータリーを意識する。

・持続的革新のためにオンラインツール、リソースを活用する。
（マイロータリー、クラブセントラル、ラーニングセンター）

● 会員増強と退会防止

・各クラブ会員の年齢構成から１０年後２０年後の年齢構成を想定し、クラブが持
　続可能で輝けるかを考え、５０歳未満の会員の入会を促進する。

・地域とのつながりを強め女性会員の入会を促進する。

・退会防止のために例会の在り方、工夫した例会などの革新的柔軟性を取り入れつ
　ながりを大切にする。
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2019－20年度　ガバナー特別賞
　クラブ戦略委員会を設置しており、MY　ROTARY登録がクラブ会員の40％以上、ロータ
リークラブセントラルを利用しているクラブで、次のどちらか一つを達成したクラブ。

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あげたクラブ
　
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2020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
明記してください。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

● ポリオ撲滅への貢献
・ポリオ撲滅ための募金活動を奉仕に取り入れ地域社会とロータリーをつなげる
・ワールドフード+ふれ愛フェスタ（WFF）に参加し、公共イメージ向上に協力する

● ロータリー賞への挑戦
（地区便覧　10〜13ページ参照）

● 国際大会（ハワイ・ホノルル）への参加

2020年６月６日（土）〜１０日（水）
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ロータリーの戦略計画は、未来の枠組みを設けることで、世界各地でより良い地域社会づく
りを行う定評あるダイナミックな団体としてロータリーが評価され続けるようにするもので
す。

ポリオ撲滅まであと少しのところにあるロータリーは、さらに多くの人の結束を促し、活動
のインパクトをたかめ、世界に変化をもたらしていくための新たな道を切り開くときが来て
います。

ロータリー理事会と財団管理委員会は、次なる戦略計画の土台となる4つの主な優先事項と
目的を承認しました：

より大きなインパクトをもたらす

ロータリーは、人びとの生活をより良くするための変化をもたらそうと努力しています。ロ
ータリー会員は、幅広い奉仕活動でボランティアとなり、資金的なリソースを捧げています
が、今後は活動の結果と成果をより効果的に図っていくこととなります。ロータリーは、入
会者、協力団体、寄付者にとって魅力ある団体であり続けるために、プログラムに力を注
ぎ、持続的な成果を実証していきます。

目的：
• ポリオを撲滅し、残された資産を活用する
• ロータリーのプログラムおよびロータリーが提供する体験に焦点を当てる
• 活動成果を挙げ、それを測る能力を高める

参加者の基盤を広げる

人びとは、世界に変化をもたらし、人間関係を築く方法を求めています。私たちは、人びと
が求めていることをロータリーで見つけられるよう、どのように手助けできるでしょうか。
その答えは、より多くの人や組織が参加できる独特な機会を創り出すことです。クラブは、
これからもずっと大切です。その一方で、全世界に会員基盤を広げるために、より多くの参
加者をロータリーに迎え入れる画期的なモデルを使って現在の構造を拡大し、一体となって
行動できる意義ある方法を提供していきます。

RI戦略計画



RI戦略計画

目的：

• 会員基盤と参加者の基盤を広げ、多様化する

• ロータリーへの新しい経路を創り出す

• ロータリーの開放性とアピール力を高める

• 活動成果とブランドに対する認知を築く

参加者の積極的なかかわりを促す

めまぐるしく変わる現在の世界にクラブが直面している課題を認識しているロータリーは、

会員の参加と維持を促すような経験をクラブが提供できるよう支援します。会員に経験と価

値を提供できるようクラブを支援することで、ともに奉仕し、人間関係を広げ、より満足の

いく経験をロータリーで得られる機会を、ロータリアンや他の参加者に提供することができ

ます。

目的：

• クラブが会員の積極的参加を促せるよう支援する

• 価値を提供するため、参加者中心のアプローチを開発する

• 個人的／職業的なつながりを築くための新たな機会を提供する

• リーダーシップ育成およびスキル研修の機会を提供する

適応力を高める

ビジョンを達成し、変わりゆく世界的な傾向に追いつくため、構造と文化を進化させていか

なければなりません。私たちは、すべての参加者を効率よく、柔軟で、効果的に支援できる

ような運営とガバナンスの構造を築きます。

目的：

• 研究と革新、および進んでリスクを負うことへの意思を奨励する文化を築く

• ガバナンス、構造、プロセスを合理化する

• 意思決定におけるより多様な考え方を育むために、ガバナンスを見直す



ロータリー特別月間・週間・日（予定）
2019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月間（10月７日を含む１週間）
10月24日 世界ポリオデー
11月 ロータリー財団月間

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

2020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

式典及び記念事業
日程 曜日 クラブ名 周年記念式典・事業 場所

2019年 ７月21日 日 名古屋中ＲＣ 創立50周年記念事業
子ども食堂と夢挑戦フェスタ
名古屋市中小企業振興会館「吹上ホール」

10月７日 月 名古屋中ＲＣ 創立50周年記念式典 名古屋観光ホテル
10月７日 月 名古屋空港ＲＣ 創立45周年記念式典 キャッスルプラザ
10月20日 日 瀬戸ＲＣ 創立60周年記念式典 名古屋観光ホテル
11月７日 木 一宮ＲＣ 創立70周年記念式典 ホテルナゴヤキャッスル

2020年 ２月８日 土 半田南ＲＣ 創立40周年記念式典 名鉄グランドホテル
２月25日 火 豊田中ＲＣ 創立20周年記念式典 名鉄トヨタホテル
３月14日 土 名古屋丸の内ＲＣ 創立25周年記念式典 名古屋クレストンホテル
５月13日 水 豊田東ＲＣ 創立40周年記念式典 名鉄トヨタホテル
５月17日 日 江南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
５月18日 月 名古屋栄ＲＣ 創立30周年記念式典 名古屋観光ホテル
５月24日 日 豊田三好ＲＣ 創立30周年記念式典 名鉄トヨタホテル
５月28日 木 名古屋瑞穂ＲＣ 創立40周年記念式典 ヒルトン名古屋
５月 名古屋ＲＣ 創立95周年・3500回記念例会 名古屋観光ホテル（予定）

未定 田原パシフィックＲＣ 創立30周年記念式典 未定



地区主要行事日程表
開催日 曜日 時間 会合名 開催場所

2019年（１月～６月）
１月13日～19日 日～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
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23日～24日 土～日 第27回地区ＲＹＬＡセミナー 豊田市少年自然の家
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 13：00～17：00 2019−20年度地区研修・協議会 ホテルナゴヤキャッスル
５月15日 水 13：00～16：00 クラブリーダー研修会議 名鉄グランドホテル
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16日 日 学友・青少年交流シンポジウム 名古屋学院大学名古屋キャンパス白鳥学舎
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
2019年（７月～12月）
７月６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６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 木 16：00～20：00 第１回次期ガバナー補佐研修会議 名古屋東急ホテル
７月26日 金 15：00～17：00 地区会員増強セミナー 名古屋国際センター
８月８日 木 12：00～17：00 地区ロータリー財団セミナー 名古屋東急ホテル
８月８日 木 RI会長来日歓迎レセプション（仮） 名古屋東急ホテル
９月７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７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29日 日 ９：30～17：00 2760地区ＲＬＩ会長エレクト研修パートⅠ 星城大学丸の内キャンパス
10月８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12日～13日 土～日 第７回ワールドフード＋ふれ愛フェスタ 久屋大通公園
11月９日 土 第３回地区諮問委員会 ホテルナゴヤキャッスル
11月９日 土 2019−20年度地区大会　第１日目 ホテルナゴヤキャッスル
11月９日 土 【同日開催】青少年フォーラム ホテルナゴヤキャッスル
11月10日 日 2019−20年度地区大会　第２日目 ホテルナゴヤキャッスル
11月24日 日 ９：30～17：00 2760地区ＲＬＩ会長エレクト研修パートⅡ 星城大学丸の内キャンパス
11月28日 木 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７日 土 16：00～20：00 第１回ガバナー補佐会議 名鉄グランドホテル
2020年（１月～６月）
１月19日～25日 日～土 2020年ＲＩ国際協議会 アメリカ・サンディエゴ
１月17日 金 13：00～17：00 新会員研修セミナー 名鉄グランドホテル
１月26日 日 ９：30～19：30 2760地区ＲＬＩ会長エレクト研修パートⅢ 名鉄グランドホテル
２月１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６日 木 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８日 土 西尾張分区ＩＭ 名鉄ニューグランドホテル
２月14日 金 12：00～17：00 2020−21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15日 土 東三河分区ＩＭ ホテルアークリッシュ豊橋
２月15日 土 西三河中分区ＩＭ 岡崎市竜美丘会館「大ホール」
２月16日 日 15：30～19：00 2020−21年度地区チーム研修セミナー 名古屋東急ホテル
２月22日 土 南尾張分区ＩＭ 名鉄グランドホテル
２月22日 土 東尾張分区ＩＭ キャッスルプラザ
２月22日 土 西三河分区ＩＭ 知立リリオコンサートホール･ホテルクラウンパレス知立
２月26日 水 東名古屋分区ＩＭ ホテルナゴヤキャッスル
２月27日 木 西名古屋分区ＩＭ ヒルトン名古屋
３月７日 土 10：00～16：00 2020−21年度会長エレクト研修セミナー ホテルナゴヤキャッスル
３月21日～22日 土～日 第32回全国ローターアクト研修会
３月28日～29日 土～日 第28回ＲＹＬＡセミナー 豊田勤労福祉センター
４月２日 木 16：00～20：00 第４回次期ガバナー補佐研修会議 名古屋東急ホテル
４月12日 日 13：00～16：30 2020−21年度地区研修・協議会 ホテルナゴヤキャッスル
６月６日～10日 土～水 2020年ＲＩ国際大会 アメリカ・ホノルル
６月20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20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20日 土 18：00～20：00 地区役員会長幹事懇談会（2019−20年度） 名鉄グランドホテル



地区主要行事日程表（行事別）
〜2019年６月30日
主な行事・会議・セミナー

開催日 曜日 時間 会合名 場所

2019年３月23日～24日 土～日 第27回地区ＲＹＬＡセミナー 豊田市少年自然の家

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 13：00～17：00 2019−20年度　地区研修・協議会 ホテルナゴヤキャッスル

５月15日 水 13：00～16：00 クラブリーダー研修会議 名鉄グランドホテル

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16日 日 学友・青少年交流シンポジウム 名古屋学院大学名古屋キャンパス白鳥学舎

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

2019年７月１日〜2020年６月30日
主な行事と会議

開催日 曜日 時間 会合名 場所

2019年８月８日 木 ＲＩ会長来日歓迎レセプション（仮） 名古屋東急ホテル

10月12日～13日 土～日 第７回ワールドフード＋ふれ愛フェスタ 久屋大通公園

11月９日 土 2019−20年度地区大会　第１日目 ホテルナゴヤキャッスル

11月９日 土 【同日開催】青少年フォーラム ホテルナゴヤキャッスル

11月10日 日 2019−20年度地区大会　第２日目 ホテルナゴヤキャッスル

12月７日 土 16：00～20：00 第１回ガバナー補佐会議 名鉄グランドホテル

2020年１月19日～25日 日～土 2020年ＲＩ国際協議会 アメリカ・サンディエゴ

４月12日 日 13：00～16：30 2020−21年度地区研修・協議会 ホテルナゴヤキャッスル

６月６日～10日 土～水 2020年ＲＩ国際大会 アメリカ・ホノルル

６月20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20日 土 18：00～20：00 地区役員会長幹事懇談会（2019−20年度） 名鉄グランドホテル

セミナー研修会
開催日 曜日 時間 会合名 場所

2019年７月26日 金 15：00～17：00 地区会員増強セミナー 名古屋国際センター

８月８日 木 12：00～17：00 地区ロータリー財団セミナー 名古屋東急ホテル

９月29日 日 ９：30～17：00 2760地区ＲＬＩ会長エレクト研修パートⅠ 星城大学丸の内キャンパス

11月24日 日 ９：30～17：00 2760地区ＲＬＩ会長エレクト研修パートⅡ 星城大学丸の内キャンパス

2020年１月17日 金 13：00～17：00 新会員研修セミナー 名鉄グランドホテル

１月26日 日 ９：30～19：30 2760地区ＲＬＩ会長エレクト研修パートⅢ 名鉄グランドホテル

２月14日 金 12：00～17：00 2020−21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 日 15：30～19：00 2020−21年度地区チーム研修セミナー 名古屋東急ホテル

３月７日 土 10：00～16：00 2020−21年度会長エレクト研修セミナー ホテルナゴヤキャッスル
３月28日～29日 土～日 第28回RYLAセミナー 豊田勤労福祉センター

諮問委員会
開催日 曜日 時間 会合名 場所

2019年７月６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

９月７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

11月９日 土 第３回地区諮問委員会 ホテルナゴヤキャッスル

2020年２月１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
６月20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



地区主要行事日程表（行事別）

立法案審議会
開催日 曜日 時間 会合名 場所

2019年７月６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

９月７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
10月８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

ＩＭ
開催日 曜日 時間 会合名 場所

2020年２月８日 土 西尾張分区ＩＭ 名鉄ニューグランドホテル

２月15日 土 東三河分区ＩＭ ホテルアークリッシュ豊橋

２月15日 土 西三河中分区ＩＭ 岡崎市竜美丘会館「大ホール」

２月22日 土 南尾張分区ＩＭ 名鉄グランドホテル

２月22日 土 東尾張分区ＩＭ キャッスルプラザ

２月22日 土 西三河分区ＩＭ 知立リリオコンサートホール･ホテルクラウンパレス知立

２月26日 水 東名古屋分区ＩＭ ホテルナゴヤキャッスル
２月27日 木 西名古屋分区ＩＭ ヒルトン名古屋

次期ガバナー補佐研修会議
開催日 曜日 時間 会合名 場所

2019年 ７月25日 木 16：00～20：00 第１回次期ガバナー補佐研修会議 名古屋東急ホテル

11月28日 木 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

2020年 ２月６日 木 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
４月２日 木 16：00～20：00 第４回次期ガバナー補佐研修会議 名古屋東急ホテル



地区内クラブ委員長会議日程表
開催日 曜日 時間 会合名 開催場所

2019年 ７月31日 水 14：00～19：00 地区危機管理セミナー 名古屋マリオットアソシアホテル他
９月２日 月 16：00～20：00 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19日 木 16：00～20：30 クラブ米山奨学委員長会議
＆第23回米山学友会（愛知）総会 キャッスルプラザ

９月24日 火 15：00～17：00 社会奉仕委員長会議 名鉄グランドホテル
10月30日 水 14：00～18：30 職業奉仕委員長会議 名鉄ニューグランドホテル

2020年 ５月22日 金 15：00～19：00 地区内クラブ国際奉仕委員会 未定

委員会主要行事日程表
開催日 曜日 時間 会合名 開催場所

2019年 ４月11日 木 14：00～17：00 2019学年度新規米山奨学生オリエンテーション キャッスルプラザ
４月14日 日 10：00～12：00 第１回地区インターアクト顧問会議 ホテルナゴヤキャッスル
５月12日 日 13：00～16：00 第32回地区インターアクト海外派遣事前説明会 愛知県青年の家（岡崎）
５月18日 土 春季米山奨学生学友合同研修会 カリモク家具

６月１日～６月２日 土～日 ９：00～22：00
６：00～16：00

第32回地区インターアクト海外派遣研修
第１回事前研修 愛知県青年の家（岡崎）

７月10日 水 13：00～15：00 2020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13日～７月14日 土～日 ９：00～22：00
６：00～16：00

第32回地区インターアクト海外派遣研修
第２回事前研修 愛知県青年の家（岡崎）

７月13日 土 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13日 土 14：00～17：00 地区青少年交換プログラム受け入れ説明会 ウィンクあいち
７月15日 月 ９：00～16：00 第30回IAC年次大会 名古屋文理大学文化フォーラム

７月23日～７月31日 火～水 第32回地区インターアクト海外派遣研修 オーストラリアパース

８月３日 土 10：00～12：00 地区青少年交換プログラム
第11回オリエンテーション（最終） ガバナー事務所会議室

８月３日 土 13：00～17：00 2020−2021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23日～８月24日 金～土 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（大府）

８月25日 日 ９：00～15：00 第32回地区インターアクト海外派遣事後研修 岡崎市竜美丘会館501号室
９月１日～９月３日 日～火 地区青少年交換プログラム強化合宿　富士山登山 YMCA東山荘
９月14日～９月15日 土～日 地区青少年交換プログラムROTEX主催キャンプ 未定

９月20日 金 15：00～17：00 第２回地区インターアクト顧問会議 未定

10月５日 土 10：00～12：00 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５日 土 14：00～17：00 地区青少年交換プログラム
第１回３者懇談会 未定

10月17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
11月２日 土 ８：00～18：00 秋季米山奨学生学友合同研修会 未定

11月２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28日 木 16：00～17：30 2020学年度米山奨学生第１次選考会
11月30日～12月１日 土～日 地区ローターアクト国内研修
12月９日～12月11日 月～水 地区青少年交換プログラムINBOUND研修 東京方面



委員会主要行事日程表

開催日 曜日 時間 会合名 開催場所
12月14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21日 土 13：00～16：00 地区青少年交換プログラム
第４回オリエンテーション ガバナー事務所会議室

12月21日 土 16：00～19：00 地区青少年交換プログラム
ROTEX主催クリスマス会 未定

2020年 １月８日 水 16：00～17：30 2020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11日 土 ８：45～20：30 2020学年度米山奨学生第３次選考会 国際センター
１月18日 土 地区ローターアクト３地区合同プロジェクト

１月18日 土 14：00～17：00 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

１月25日 土 ９：00～16：00 インターアクトクラブリーダー研修 愛知県青年の家（岡崎）

２月23日 日 10：00～12：00 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

２月23日 日 14：00～17：00 地区青少年交換プログラム
第２回３者懇談会 未定

３月14日 土 16：00～20：30 米山奨学期間終了者歓送会 キャッスルプラザ
３月21日～３月22日 土～日 第32回全国ローターアクト研修会

３月31日～４月２日 火～木 地区青少年交換プログラム
第７回オリエンテーション 白馬東急ホテル

３月31日～４月２日 火～木 第33回白馬RC主催地区合同交換学生の集い 白馬東急ホテル
４月９日 木 14：00～17：00 2020学年度新規米山奨学生オリエンテーション キャッスルプラザ

４月11日 土 14：00～17：00 地区青少年交換プログラム
第８回オリエンテーション ガバナー事務所会議室

４月26日 日 地区ローターアクト年次大会
５月９日 土 13：00～16：00 第33回地区インターアクト海外派遣研修事前説明会 愛知県青年の家（岡崎）

５月16日～５月17日 土～日 第25回日本青少年交換研究会 山形
５月16日 土 ８：00～18：00 春季米山奨学生学友合同研修会 未定

５月23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

５月24日 日 未定 第37回財団学友会総会 未定

５月30日～５月31日 土～日 ９：00～22：00
６：00～16：00

第33回地区インターアクト海外派遣研修
第１回事前研修 愛知県青年の家（岡崎）

５月31日 日 地区ローターアクト研修協議会

６月13日 土 14：00～17：00 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11日 土 10：00～12：00 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

８月１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（最終） ガバナー事務所会議室

未定 未定 他地区との危機管理委員会 未定
未定 未定 日本RYLAセミナー 未定
未定 未定 国際RYLA 未定
未定 未定 全国RYLA研究会 未定

WFF国際支援事業 未定
ネパールGG事業の最終報告書作成 ネパール



地区委員会日程表（全委員会・日付順）
開催日 曜日 時間 会合名 開催場所

2019年 １月25日 金 16：00～17：30 第１回会員増強委員会 ガバナー事務所会議室
２月13日 水 15：00～17：00 第１回地区戦略計画委員会予定者会議 ガバナー事務所会議室
２月22日 金 16：00～17：30 第１回WFF実行委員会予定者会議 ガバナー事務所会議室
３月15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
３月15日 金 17：30～18：30 第２回WFF実行委員会予定者会議 ガバナー事務所会議室
３月22日 金 13：00～16：00 第１回DL研修 ガバナー事務所会議室
３月26日 火 15：00～17：00 第１回職業奉仕委員会 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16日 火 14：30～17：30 第２回DL研修 ガバナー事務所会議室
４月19日 金 14：00～16：00 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19日 金 16：00～17：30 第３回WFF実行委員会予定者会議 ガバナー事務所会議室
５月８日 水 15：00～17：00 第２回地区戦略計画委員会 ガバナー事務所会議室
５月17日 金 13：00～16：00 第３回DL研修 ガバナー事務所会議室
５月17日 金 16：00～17：30 第４回WFF実行委員会予定者会議 ガバナー事務所会議室
５月22日 水 14：30～16：30 第１回地区大会企画委員会（新旧合同） ガバナー事務所会議室
５月24日 金 未定 第２回地区青少年奉仕委員会 未定
５月24日 金 18：00～20：00 新旧合同地区青少年奉仕委員会 キャッスルプラザ
６月１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７日 金 16：00～17：30 第３回会員増強委員会 ガバナー事務所会議室
６月８日 土 11：45～12：45 地区ローターアクト委員会予定者会議 未定
６月８日 土 13：00～17：00 準備会　RYLA委員会 名鉄トヨタホテル
６月12日 水 16：00～17：30 新旧合同委員会※18−19年度にて予定済み ガバナー事務所会議室
６月14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
６月14日 金 16：00～17：30 第５回WFF実行委員会予定者会議 ガバナー事務所会議室
６月19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
６月21日 金 13：00～16：00 第４回DL研修 ガバナー事務所会議室
６月27日 木 17：30～20：00 新旧合同地区米山記念奨学委員会 未定
７月３日 水 16：00～17：30 第１回危機管理委員会 ガバナー事務所会議室
７月４日 木 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 木 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 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６日 土 13：00～17：00 第１回RYLA委員会 豊田福祉センター
７月６日 土 15：30～17：00 第１回学友委員会 ガバナー事務所会議室
７月７日 日 11：45～12：45 第１回地区ローターアクト委員会 未定
７月10日 水 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11日 木 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12日 金 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12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13日 土 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13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16日 火 16：00～17：30 第１回グローバル奨学生・平和フェロー委員会 ガバナー事務所会議室
７月17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 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
７月19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24日 水 15：00～17：00 第３回職業奉仕委員会 名鉄グランドホテル
７月24日 水 16：00～18：00 第１回地区公共イメージ向上委員会（今年度事業） ガバナー事務所会議室
７月25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26日 金 13：00～15：00 第５回会員増強委員会 名古屋国際センター



地区委員会日程表（全委員会・日付順）

開催日 曜日 時間 会合名 開催場所
７月30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
８月２日 金 14：00～16：00 第５回地区青少年奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
８月２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３日 土 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６日 火 15：00～17：00 第２回地区大会企画委員会 ガバナー事務所会議室
８月７日 水 16：00～18：00 第２回地区公共イメージ向上委員会（今年度事業） ガバナー事務所会議室
８月８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17日 土 15：30～17：00 第２回学友委員会 ガバナー事務所会議室
８月20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21日 水 13：40～15：00 第１回RYLA地区ホスト合同委員会 名古屋マリオットアソシアホテル
８月21日 水 16：00～18：00 第３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
８月22日 木 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23日 金 ９：00～10：00 第３回地区青少年交換委員会 あいち健康の森（大府）
８月23日 金 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25日 日 15：00～17：00 第２回インターアクト委員会 岡崎市竜美丘会館501号室
９月１日 日 第４回地区青少年交換委員会 YMCA東山荘
９月３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４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 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
９月６日 金 15：00～16：00 第１回資金管理委員会 ガバナー事務所会議室
９月６日 金 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 土 13：00～17：00 第２回RYLA委員会 豊田福祉センター
９月10日 火 14：00～16：00 第６回地区青少年奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
９月10日 火 16：00～17：30 第８回WFF実行委員会 ガバナー事務所会議室
９月12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13日 金 13：00～16：00 第３回地区研修委員会 ガバナー事務所会議室
９月13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
９月14日 土 15：30～17：00 第３回学友委員会 ガバナー事務所会議室
９月18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19日 木 17：00～18：00 第２回拡大委員会 ガバナー事務所会議室
９月20日 金 15：00～17：00 第３回インターアクト委員会 未定
９月24日 火 16：00～17：30 第２回グローバル奨学生・平和フェロー委員会 ガバナー事務所会議室
９月25日 水 16：00～17：30 第９回WFF実行委員会 ガバナー事務所会議室
９月26日 木 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28日 土 11：45～12：45 第２回地区ローターアクト委員会 未定
10月２日 水 16：00～18：00 第４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
10月３日 木 15：00～17：00 第３回地区大会企画委員会 ガバナー事務所会議室
10月４日 金 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４日 金 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５日 土 10：30～12：00 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７日 月 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８日 火 15：00～17：00 第７回地区青少年奉仕委員会 未定
10月８日 火 17：00～18：30 第10回WFF実行委員会 ガバナー事務所会議室
10月９日 水 13：40～15：00 第２回RYLA地区ホスト合同委員会 名古屋マリオットアソシアホテル
10月９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
10月10日 木 16：00～17：30 第３回国際奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
10月18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
10月30日 水 16：00～18：00 第５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



地区委員会日程表（全委員会・日付順）

開催日 曜日 時間 会合名 開催場所
11月２日 土 11：30～13：00 第６回地区青少年交換委員会 ガバナー事務所会議室
11月５日 火 16：00～17：30 第３回グローバル奨学生・平和フェロー委員会 ガバナー事務所会議室
11月14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
11月15日 金 13：00～16：00 第５回地区研修委員会 ガバナー事務所会議室
11月15日 金 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16日 土 13：00～17：00 第３回RYLA委員会 豊田福祉センター
11月19日 火 16：00～17：00 第４回社会奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
11月20日 水 14：00～15：30 第２回補助金委員会 ガバナー事務所会議室
11月20日 水 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25日 月 16：00～17：30 第２回危機管理委員会 ガバナー事務所会議室
11月27日 水 16：00～18：00 第６回地区公共イメージ向上委員会（次年度計画協議向け） ガバナー事務所会議室
12月５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 日 ９：30～00：00 第４回グローバル奨学生・平和フェロー委員会　申請者面接会 ガバナー事務所会議室
12月11日 水 13：40～15：00 第３回RYLA地区ホスト合同委員会 名古屋マリオットアソシアホテル
12月11日 水 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13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
12月15日 日 11：45～12：45 第３回地区ローターアクト委員会 未定
12月21日 土 10：30～12：00 第７回地区青少年交換委員会 ガバナー事務所会議室

2020年 １月９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
１月10日 金 16：00～17：30 第５回グローバル奨学生・平和フェロー委員会 ガバナー事務所会議室
１月11日 土 13：00～17：00 第４回RYLA委員会 豊田福祉センター
１月15日 水 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18日 土 11：30～13：00 第８回地区青少年交換委員会 ガバナー事務所会議室
１月22日 水 16：00～18：00 第７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
１月24日 金 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 土 15：00～17：00 第４回インターアクト委員会 愛知県青年の家（岡崎）
１月28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28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28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
１月29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31日 金 16：00～17：30 第７回会員増強委員会 ガバナー事務所会議室
２月４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５日 水 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５日 水 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 金 16：00～17：30 第７回地区研修委員会 ガバナー事務所会議室
２月８日 土 14：00～17：00 第８回地区青少年奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
２月９日 日 11：45～12：45 第４回地区ローターアクト委員会 未定
２月12日 水 13：40～15：00 第４回RYLA地区ホスト合同委員会 名古屋マリオットアソシアホテル
２月12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
２月13日 木 16：00～17：30 第６回国際奉仕委員会 矢場とん本店
２月13日 木 17：00～18：00 第３回拡大委員会 ガバナー事務所会議室
２月19日 水 15：00～16：00 第２回資金管理委員会 ガバナー事務所会議室
２月19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
２月20日 木 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23日 日 ９：00～10：00 第９回地区青少年交換委員会 ガバナー事務所会議室
２月28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６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７日 土 13：00～17：00 第５回RYLA委員会 豊田福祉センター



地区委員会日程表（全委員会・日付順）

開催日 曜日 時間 会合名 開催場所
３月12日 木 16：00～17：30 第７回国際奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
３月13日 金 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14日 土 15：30～17：00 第４回学友委員会 ガバナー事務所会議室
３月17日 火 16：00～17：30 第３回危機管理委員会 ガバナー事務所会議室
３月18日 水 13：40～15：00 第５回RYLA地区ホスト合同委員会 名古屋マリオットアソシアホテル
３月18日 水 16：00～18：00 第８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19日 木 16：00～17：30 第６回グローバル奨学生・平和フェロー委員会 ガバナー事務所会議室
３月25日 水 15：00～17：00 第６回職業奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
３月26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27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31日 火 第10回地区青少年交換委員会 白馬東急ホテル
４月２日 木 16：00～17：30 2020−21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３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４日 土 13：00～17：00 第６回RYLA委員会 豊田福祉センター
４月４日 土 14：00～17：00 第９回地区青少年奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
４月８日 水 14：00～15：30 第８回補助金委員会 ガバナー事務所会議室
４月８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９日 木 16：00～17：30 第８回国際奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
４月11日 土 11：30～13：00 第11回地区青少年交換委員会 ガバナー事務所会議室
４月15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 木 16：00～17：30 第７回グローバル奨学生・平和フェロー委員会 ガバナー事務所会議室
４月24日 金 16：00～17：30 第９回補助金委員会 ガバナー事務所会議室
５月９日 土 16：00～18：00 第５回インターアクト委員会 愛知県青年の家（岡崎）
５月12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13日 水 13：40～15：00 第６回RYLA地区ホスト合同委員会 名古屋マリオットアソシアホテル
５月14日 木 14：30～16：00 第10回補助金委員会 ガバナー事務所会議室
５月14日 木 16：00～17：30 地区活動資金（DDF）審査会 ガバナー事務所会議室
５月14日 木 16：00～17：30 第９回国際奉仕委員会 矢場とん本店
５月19日 火 15：00～17：00 第４回地区大会企画委員会 ガバナー事務所会議室
５月20日 水 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21日 木 17：00～18：00 新旧合同拡大委員会 ガバナー事務所会議室
５月22日 金 18：00～20：00 新旧合同地区青少年奉仕委員会 未定
５月23日 土 11：30～13：00 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27日 水 16：00～18：00 第９回地区公共イメージ向上委員会（次年度向け） ガバナー事務所会議室
５月27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27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
５月28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30日 土 15：00～17：00 第６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10日 水 15：00～17：00 第７回職業奉仕委員会 未定
６月13日 土 11：30～13：00 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14日 日 11：45～12：45 第５回地区ローターアクト委員会 未定
６月18日 木 16：00～20：00 新旧合同国際奉仕委員会 未定
６月25日 木 16：00～17：30 第７回資金推進委員会 ガバナー事務所会議室



地区委員会日程表（委員会別）
研修委員会

開催日 曜日 時間 会合名 開催場所
2019年 ３月22日 金 13：00～16：00 第１回DL研修 ガバナー事務所会議室

４月16日 火 14：30～17：30 第２回DL研修 ガバナー事務所会議室
５月17日 金 13：00～16：00 第３回DL研修 ガバナー事務所会議室
６月21日 金 13：00～16：00 第４回DL研修 ガバナー事務所会議室
７月12日 金 13：00～16：00 第１回地区研修委員会 ガバナー事務所会議室
８月23日 金 13：00～16：00 第２回地区研修委員会 ガバナー事務所会議室
９月13日 金 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18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15日 金 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13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

2020年 ２月７日 金 16：00～17：30 第７回地区研修委員会 ガバナー事務所会議室

地区戦略計画委員会
開催日 曜日 時間 会合名 開催場所

2019年 ２月13日 水 15：00～17：00 第１回地区戦略計画委員会予定者会議 ガバナー事務所会議室
５月８日 水 15：00～17：00 第２回地区戦略計画委員会 ガバナー事務所会議室

危機管理委員会
開催日 曜日 時間 会合名 開催場所

2019年 ７月３日 水 16：00～17：30 第１回危機管理委員会 ガバナー事務所会議室
11月25日 月 16：00～17：30 第２回危機管理委員会 ガバナー事務所会議室

2020年 ３月17日 火 16：00～17：30 第３回危機管理委員会 ガバナー事務所会議室

地区財務委員会
開催日 曜日 時間 会合名 開催場所

2019年 ９月４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
2020年 １月29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

拡大委員会
開催日 曜日 時間 会合名 開催場所

2019年 ６月12日 水 16：00～17：30 新旧合同委員会※18−19年度にて予定済み ガバナー事務所会議室
９月19日 木 17：00～18：00 第２回拡大委員会 ガバナー事務所会議室

2020年 ２月13日 木 17：00～18：00 第３回拡大委員会 ガバナー事務所会議室
５月21日 木 17：00～18：00 新旧合同拡大委員会 ガバナー事務所会議室

会員増強委員会
開催日 曜日 時間 会合名 開催場所

2019年 １月25日 金 16：00～17：30 第１回会員増強委員会 ガバナー事務所会議室
３月15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
６月７日 金 16：00～17：30 第３回会員増強委員会 ガバナー事務所会議室
７月５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26日 金 13：00～15：00 第５回会員増強委員会 名古屋国際センター
９月13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

2020年 １月31日 金 16：00～17：30 第７回会員増強委員会 ガバナー事務所会議室



地区委員会日程表（委員会別）

職業奉仕員会
開催日 曜日 時間 会合名 開催場所

2019年 ３月26日 火 15：00〜17：00 第１回職業奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
６月19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
７月24日 水 15：00〜17：00 第３回職業奉仕委員会 名鉄グランドホテル
10月９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

2020年 ２月12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25日 水 15：00〜17：00 第６回職業奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
６月10日 水 15：00〜17：00 第７回職業奉仕委員会 未定

社会奉仕委員会
開催日 曜日 時間 会合名 開催場所

2019年 ７月30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
８月20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
９月３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
11月19日 火 16：00〜17：00 第４回社会奉仕委員会 ガバナー事務所会議室

2020年 ２月４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
５月12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

国際奉仕委員会
開催日 曜日 時間 会合名 開催場所

2019年 ７月11日 木 16：00〜17：30 第１回国際奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
９月12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
10月10日 木 16：00〜17：30 第３回国際奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
11月14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

2020年 １月９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13日 木 16：00〜17：30 第６回国際奉仕委員会 矢場とん本店
３月12日 木 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９日 木 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14日 木 16：00〜17：30 第９回国際奉仕委員会 矢場とん本店
６月18日 木 16：00〜20：00 新旧合同国際奉仕委員会 未定

青少年奉仕委員会
開催日 曜日 時間 会合名 開催場所

2019年 ４月19日 金 14：00〜16：00 第１回地区青少年奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
５月24日 金 未定 第２回地区青少年奉仕委員会 未定
５月24日 金 18：00〜20：00 新旧合同地区青少年奉仕委員会 キャッスルプラザ
６月14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19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２日 金 14：00〜16：00 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10日 火 14：00〜16：00 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８日 火 15：00〜17：00 第７回地区青少年奉仕委員会 未定

2020年 ２月８日 土 14：00〜17：00 第８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 土 14：00〜17：00 第９回地区青少年奉仕委員会 ガバナー事務所会議室
５月22日 金 18：00〜20：00 新旧合同地区青少年奉仕委員会 未定



地区委員会日程表（委員会別）

インターアクト委員会
開催日 曜日 時間 会合名 開催場所

2019年 ６月１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）
７月13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）
８月25日 日 15：00～17：00 第２回インターアクト委員会 岡崎市竜美丘会館501号室
９月20日 金 15：00～17：00 第３回インターアクト委員会 未定

2020年 １月25日 土 15：00～17：00 第４回インターアクト委員会 愛知県青年の家（岡崎）
５月９日 土 16：00～18：00 第５回インターアクト委員会 愛知県青年の家（岡崎）
５月30日 土 15：00～17：00 第６回新旧合同インターアクト委員会 愛知県青年の家（岡崎）

ローターアクト委員会
開催日 曜日 時間 会合名 開催場所

2019年 ６月８日 土 11：45～12：45 地区ローターアクト委員会予定者会議 未定
７月７日 日 11：45～12：45 第１回地区ローターアクト委員会 未定
９月28日 土 11：45～12：45 第２回地区ローターアクト委員会 未定
12月15日 日 11：45～12：45 第３回地区ローターアクト委員会 未定

2020年 ２月９日 日 11：45～12：45 第４回地区ローターアクト委員会 未定
６月14日 日 11：45～12：45 第５回地区ローターアクト委員会 未定

※終了後、13：00～地区ローターアクト会長・幹事会

RYLA委員会
開催日 曜日 時間 会合名 開催場所

2019年 ６月８日 土 13：00～17：00 準備会　RYLA委員会 名鉄トヨタホテル
７月６日 土 13：00～17：00 第１回RYLA委員会 豊田福祉センター
８月21日 水 13：40～15：00 第１回RYLA地区ホスト合同委員会 名古屋マリオットアソシアホテル
９月７日 土 13：00～17：00 第２回RYLA委員会 豊田福祉センター
10月９日 水 13：40～15：00 第２回RYLA地区ホスト合同委員会 名古屋マリオットアソシアホテル
11月16日 土 13：00～17：00 第３回RYLA委員会 豊田福祉センター
12月11日 水 13：40～15：00 第３回RYLA地区ホスト合同委員会 名古屋マリオットアソシアホテル

2020年 １月11日 土 13：00～17：00 第４回RYLA委員会 豊田福祉センター
２月12日 水 13：40～15：00 第４回RYLA地区ホスト合同委員会 名古屋マリオットアソシアホテル
３月７日 土 13：00～17：00 第５回RYLA委員会 豊田福祉センター
３月18日 水 13：40～15：00 第５回RYLA地区ホスト合同委員会 名古屋マリオットアソシアホテル
４月４日 土 13：00～17：00 第６回RYLA委員会 豊田福祉センター
５月13日 水 13：40～15：00 第６回RYLA地区ホスト合同委員会 名古屋マリオットアソシアホテル

青少年交換委員会
開催日 曜日 時間 会合名 開催場所

2019年 ７月13日 土 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
８月３日 土 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23日 金 ９：00～10：00 第３回地区青少年交換委員会 あいち健康の森（大府）
９月１日 日 第４回地区青少年交換委員会 YMCA東山荘
10月５日 土 10：30～12：00 第５回地区青少年交換委員会 ガバナー事務所会議室
11月２日 土 11：30～13：00 第６回地区青少年交換委員会 ガバナー事務所会議室
12月21日 土 10：30～12：00 第７回地区青少年交換委員会 ガバナー事務所会議室

2020年 １月18日 土 11：30～13：00 第８回地区青少年交換委員会 ガバナー事務所会議室
２月23日 日 ９：00～10：00 第９回地区青少年交換委員会 ガバナー事務所会議室
３月31日 火 第10回地区青少年交換委員会 白馬東急ホテル
４月11日 土 11：30～13：00 第11回地区青少年交換委員会 ガバナー事務所会議室
５月23日 土 11：30～13：00 第12回地区青少年交換委員会 ガバナー事務所会議室
６月13日 土 11：30～13：00 第13回地区青少年交換委員会 ガバナー事務所会議室



地区委員会日程表（委員会別）

公共イメージ向上委員会
開催日 曜日 時間 会合名 開催場所

2019年 ７月24日 水 16：00～18：00 第１回地区公共イメージ向上委員会 ガバナー事務所会議室
８月７日 水 16：00～18：00 第２回地区公共イメージ向上委員会 ガバナー事務所会議室
８月21日 水 16：00～18：00 第３回地区公共イメージ向上委員会 ガバナー事務所会議室
10月２日 水 16：00～18：00 第４回地区公共イメージ向上委員会 ガバナー事務所会議室
10月30日 水 16：00～18：00 第５回地区公共イメージ向上委員会 ガバナー事務所会議室
11月27日 水 16：00～18：00 第６回地区公共イメージ向上委員会 ガバナー事務所会議室

2020年 １月22日 水 16：00～18：00 第７回地区公共イメージ向上委員会 ガバナー事務所会議室
３月18日 水 16：00～18：00 第８回地区公共イメージ向上委員会 ガバナー事務所会議室
５月27日 水 16：00～18：00 第９回地区公共イメージ向上委員会 ガバナー事務所会議室

地区大会企画委員会
開催日 曜日 時間 会合名 開催場所

2019年 ５月22日 水 14：30～16：30 第１回地区大会企画委員会（新旧合同） ガバナー事務所会議室
８月６日 火 15：00～17：00 第２回地区大会企画委員会 ガバナー事務所会議室
10月３日 木 15：00～17：00 第３回地区大会企画委員会 ガバナー事務所会議室

2020年 ５月19日 火 15：00～17：00 第４回地区大会企画委員会 ガバナー事務所会議室

ロータリー財団監査委員会
開催日 曜日 時間 会合名 開催場所

2019年 ７月４日 木 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
2020年 ２月５日 水 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

ロータリー財団委員会
開催日 曜日 時間 会合名 開催場所

2019年 ７月４日 木 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
９月６日 金 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
10月４日 金 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４日 金 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
11月20日 水 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

2020年 １月28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28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28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５日 水 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
４月８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
５月14日 木 16：00～17：30 地区活動資金（DDF）審査会 ガバナー事務所会議室
５月27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27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

資金管理委員会
開催日 曜日 時間 会合名 開催場所

2019年 ９月６日 金 15：00～16：00 第１回資金管理委員会 ガバナー事務所会議室
2020年 ２月19日 水 15：00～16：00 第２回資金管理委員会 ガバナー事務所会議室



地区委員会日程表（委員会別）

資金推進委員会
開催日 曜日 時間 会合名 開催場所

2019年 ７月25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
９月26日 木 16：00～17：30 第２回資金推進委員会 ガバナー事務所会議室
12月５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

2020年 ２月20日 木 16：00～17：30 第４回資金推進委員会 ガバナー事務所会議室
３月26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
５月28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
６月25日 木 16：00～17：30 第７回資金推進委員会 ガバナー事務所会議室

補助金委員会
開催日 曜日 時間 会合名 開催場所

2019年 ７月12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
11月20日 水 14：00～15：30 第２回補助金委員会 ガバナー事務所会議室

2020年 １月24日 金 16：00～17：30 第３回補助金委員会 ガバナー事務所会議室
２月28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６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27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
４月３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８日 水 14：00～15：30 第８回補助金委員会 ガバナー事務所会議室
４月24日 金 16：00～17：30 第９回補助金委員会 ガバナー事務所会議室
５月14日 木 14：30～16：00 第10回補助金委員会 ガバナー事務所会議室

ポリオプラス／職業研修チーム委員会
開催日 曜日 時間 会合名 開催場所

2019年 ７月17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
８月22日 木 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
９月18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
10月７日 月 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
11月15日 金 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
12月11日 水 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

2020年 １月15日 水 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
２月19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
３月13日 金 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
４月15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
５月20日 水 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

グローバル奨学生・平和フェロー委員会
開催日 曜日 時間 会合名 開催場所

2019年 ７月16日 火 16：00～17：30 第１回グローバル奨学生・平和フェロー委員会 ガバナー事務所会議室
９月24日 火 16：00～17：30 第２回グローバル奨学生・平和フェロー委員会 ガバナー事務所会議室
11月５日 火 16：00～17：30 第３回グローバル奨学生・平和フェロー委員会 ガバナー事務所会議室
12月８日 日 ９：30～ 第４回グローバル奨学生・平和フェロー委員会　申請者面接会 ガバナー事務所会議室

2020年 １月10日 金 16：00～17：30 第５回グローバル奨学生・平和フェロー委員会 ガバナー事務所会議室
３月19日 木 16：00～17：30 第６回グローバル奨学生・平和フェロー委員会 ガバナー事務所会議室
４月23日 木 16：00～17：30 第７回グローバル奨学生・平和フェロー委員会 ガバナー事務所会議室



地区委員会日程表（委員会別）

米山記念奨学委員会
開催日 曜日 時間 会合名 開催場所

2019年 ４月４日 木 16：00～17：30 第１回地区米山記念奨学委員会 ガバナー事務所会議室
６月27日 木 17：30～20：00 新旧合同地区米山記念奨学委員会 未定
７月10日 水 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
８月８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
９月５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

2020年 ４月２日 木 16：00～17：30 2020−21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

学友委員会
開催日 曜日 時間 会合名 開催場所

2019年 ７月６日 土 15：30～17：00 第１回学友委員会 ガバナー事務所会議室
８月17日 土 15：30～17：00 第２回学友委員会 ガバナー事務所会議室
９月14日 土 15：30～17：00 第３回学友委員会 ガバナー事務所会議室

2020年 ３月14日 土 15：30～17：00 第４回学友委員会 ガバナー事務所会議室

WFF実行委員会
開催日 曜日 時間 会合名 開催場所

2019年 ２月22日 金 16：00～17：30 第１回WFF実行委員会予定者会議 ガバナー事務所会議室
３月15日 金 17：30～18：30 第２回WFF実行委員会予定者会議 ガバナー事務所会議室
４月19日 金 16：00～17：30 第３回WFF実行委員会予定者会議 ガバナー事務所会議室
５月17日 金 16：00～17：30 第４回WFF実行委員会予定者会議 ガバナー事務所会議室
６月14日 金 16：00～17：30 第５回WFF実行委員会予定者会議 ガバナー事務所会議室
７月19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
８月２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
９月10日 火 16：00～17：30 第８回WFF実行委員会 ガバナー事務所会議室
９月25日 水 16：00～17：30 第９回WFF実行委員会 ガバナー事務所会議室
10月８日 火 17：00～18：30 第10回WFF実行委員会 ガバナー事務所会議室



2019-20年度 ガバナー公式訪問日程表

◎稲沢　　　
　名古屋清須

尾張中央

◎一宮　　　
尾西　　
一宮北　

　一宮中央　

◎春日井　　　
名古屋空港

　名古屋城北　

名古屋西

◎豊田西　
　豊田三好

　◎岡崎東　　　
岡崎　　

　愛知三州　

中部名古屋みらい☆

◎名古屋東　　
名古屋千種
名古屋昭和

◎名古屋守山　
名古屋名北
名古屋錦　

◎安城　　　
三河安城

◎西尾KIRARA
西尾　　　
西尾一色　

◎あま　
　津島　

◎豊橋北
豊橋

◎名古屋中　　
　名古屋大須　

名古屋栄　

◎名古屋東南
　名古屋名南

◎知立
　　刈谷　

◎新城　
　豊川　

◎岡崎城南☆
岡崎南　

◎田原パシフィック☆
田原 　　　　  
渥美 　　　　  

◎豊田　　
豊田東
豊田中

◎名古屋葵☆　　
　名古屋北　　　
　名古屋アイリス 

◎碧南　
高浜

名古屋

◎瀬戸　　　
尾張旭　

　瀬戸北　　
　愛知長久手

◎半田南
半田
常滑
知多

◎東海　　
　東知多　

大府　

◎名古屋みなと　
名古屋名駅　
名古屋丸の内

◎名古屋瑞穂
　名古屋南　

◎豊橋ゴールデン
豊橋南　　　
豊橋東　　　

　◎豊川宝飯　
　蒲郡　　

◎名古屋和合　
　名古屋名東　
　名古屋東山　

◎小牧　　　　　
犬山　　　　
江南　　　　
岩倉　　　　

　 愛知ロータリーE

名古屋宮の杜

2019年

月 火 水 木 金 土 日

2

9

16

23

30

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

月 火 水 木 金 土 日

5

12

19

26

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

月 火 水 木 金 土 日

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

6

13

20

27

◎：ホストクラブ
☆：夜間例会への訪問

８月

山の日

敬老の日

秋分の日

体育の日

即位礼正殿の儀が
行われる日

振替休日

9月

10月



2019-20年度 ガバナー補佐訪問日程表

名古屋中

西尾一色

名古屋西

名古屋東南

名古屋大須

名古屋

名古屋瑞穂

名古屋みなと

名古屋栄★

名古屋名南★

名古屋名駅 名古屋丸の内

名古屋南

西尾

知立

西尾KIRARA

碧南

安城高浜
刈谷

三河安城

名古屋宮の杜

豊田西
豊田三好★

岡崎城南★

岡崎東

豊田中★

豊田東

岡崎

岡崎南

豊田

愛知三州★

中部名古屋みらい★

知多 常滑

半田

大府

東海

東知多

半田南

江南

犬山

尾張旭

春日井

岩倉

名古屋空港

瀬戸北

愛知長久手
瀬戸

小牧

名古屋城北
名古屋千種

名古屋守山

名古屋アイリス

名古屋東

名古屋名東

名古屋錦

名古屋名北

名古屋和合 名古屋葵★

名古屋昭和

名古屋東山

名古屋北

豊橋南

渥美

豊川

蒲郡

豊橋北

田原パシフィック★

豊橋東

田原

新城

豊川宝飯

豊橋

豊橋ゴールデン

尾西

一宮北

一宮中央★

尾張中央

あま

名古屋清須

稲沢

一宮

津島

愛知ロータリーE

2019年

即位礼正殿の儀が
行われる日

月 火 水 木 金 土 日

2

9

16

23

30

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

月 火 水 木 金 土 日

5

12

19

26

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

月 火 水 木 金 土 日

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

6

13

20

27

山の日

敬老の日

秋分の日

体育の日

振替休日８月

9月

10月

★：夜間例会



2019-20年度 ガバナー公式訪問・ガバナー補佐訪問日程表
分区名 ガバナー公式訪問日 クラブ名 ガバナー補佐訪問日

【南尾張分区】
８月28日（水）

◎ 東海ＲＣ ８月７日（水）
東知多ＲＣ ８月１日（木）

ガバナー補佐 森田　　亨 大府ＲＣ ８月２日（金）
分区幹事 古市　晃久

９月24日（火）

◎ 半田南ＲＣ ９月３日（火）
地区副幹事 堀尾　庄一 半田ＲＣ ９月５日（木）

常滑ＲＣ ８月30日（金）
知多ＲＣ ８月26日（月）

【西尾張分区】 ９月２日（月）
◎ あまＲＣ ８月５日（月）

津島ＲＣ ８月２日（金）
ガバナー補佐 篠田　　廣

９月５日（木）

◎ 一宮ＲＣ ８月22日（木）
分区幹事 山田　勝弘 尾西ＲＣ ８月19日（月）
地区副幹事 杦本　哲一 一宮北ＲＣ ８月９日（金）

一宮中央ＲＣ ★ ８月21日（水）

９月18日（水）
◎ 稲沢ＲＣ ８月28日（水）

名古屋清須ＲＣ ９月３日（火）
尾張中央ＲＣ ９月４日（水）

【東尾張分区】
９月11日（水）

◎ 瀬戸ＲＣ ８月21日（水）
尾張旭ＲＣ ８月23日（金）

ガバナー補佐 山田　直樹 瀬戸北ＲＣ ８月６日（火）
分区幹事 森井　晴生 愛知長久手ＲＣ ８月20日（火）
地区副幹事 片平　博己

９月20日（金）
◎ 春日井ＲＣ ８月30日（金）

名古屋空港ＲＣ ８月26日（月）
名古屋城北ＲＣ ９月３日（火）

10月30日（水）

◎ 小牧ＲＣ 10月９日（水）
犬山ＲＣ 10月１日（火）
江南ＲＣ ９月12日（木）
岩倉ＲＣ ９月24日（火）
愛知ロータリーＥＣ 10月５日（土）

【西名古屋分区】
９月４日（水） 中部名古屋みらいＲＣ ★ ８月21日（水）

９月19日（木）
◎ 名古屋瑞穂ＲＣ ９月５日（木）

ガバナー補佐 伊藤　　豪 名古屋南ＲＣ ９月４日（水）
分区幹事 梅村　昌孝 10月３日（木） 名古屋西ＲＣ ９月12日（木）
地区副幹事 木本　　寛 10月８日（火） 名古屋ＲＣ ９月24日（火）

10月11日（金）
◎ 名古屋みなとＲＣ ９月27日（金）

名古屋名駅ＲＣ ９月25日（水）
名古屋丸の内ＲＣ ９月26日（木）

10月16日（水）
◎ 名古屋東南ＲＣ 10月２日（水）

名古屋名南ＲＣ ★ 10月１日（火）

10月28日（月）
◎ 名古屋中ＲＣ ９月30日（月）

名古屋大須ＲＣ 10月10日（木）
名古屋栄ＲＣ ★ 10月７日（月）



2019-20年度 ガバナー公式訪問・ガバナー補佐訪問日程表

分区名 ガバナー公式訪問日 クラブ名 ガバナー補佐訪問日

【東名古屋分区】
10月２日（水）

◎ 名古屋守山ＲＣ ９月11日（水）
名古屋名北ＲＣ ９月18日（水）

ガバナー補佐 𠮷田　正道 名古屋錦ＲＣ ９月10日（火）
分区幹事 亀井　敏勝

10月７日（月）
◎ 名古屋東ＲＣ ９月９日（月）

地区副幹事 杉浦　賢二 名古屋千種ＲＣ ９月３日（火）
名古屋昭和ＲＣ ９月２日（月）

10月９日（水）
◎ 名古屋和合ＲＣ ９月25日（水）

名古屋名東ＲＣ ９月17日（火）
名古屋東山ＲＣ ９月19日（木）

10月24日（木）
◎ 名古屋葵ＲＣ ★ ９月26日（木）

名古屋北ＲＣ 10月４日（金）
名古屋アイリスＲＣ ９月４日（水）

【東三河分区】 ８月27日（火）
◎ 豊川宝飯ＲＣ ８月６日（火）

蒲郡ＲＣ ８月９日（金）
ガバナー補佐 平野　正博

９月10日（火）
◎ 田原パシフィックＲＣ ★ ８月27日（火）

分区幹事 安田　直樹 田原ＲＣ ８月22日（木）
地区副幹事 冨永　典夫 渥美ＲＣ ８月21日（水）

９月27日（金）
◎ 豊橋ゴールデンＲＣ ９月13日（金）

豊橋南ＲＣ ９月９日（月）
豊橋東ＲＣ ９月11日（水）

10月18日（金）
◎ 新城ＲＣ 10月４日（金）

豊川ＲＣ ９月25日（水）

10月29日（火）
◎ 豊橋北ＲＣ 10月８日（火）

豊橋ＲＣ 10月３日（木）

【西三河中分区】
８月29日（木） 名古屋宮の杜ＲＣ ８月１日（木）

９月17日（火）
◎ 岡崎城南ＲＣ ★ ９月３日（火）

ガバナー補佐 市川　幾雄 岡崎南ＲＣ ９月３日（火）
分区幹事 畔栁　秀幸

９月26日（木）
◎ 岡崎東ＲＣ ９月12日（木）

地区副幹事 長瀬　晴義 岡崎ＲＣ ９月11日（水）
愛知三州ＲＣ ★ ９月12日（木）

10月17日（火）
◎ 豊田ＲＣ ９月19日（木）

豊田東ＲＣ ９月４日（水）
豊田中ＲＣ ★ ９月24日（火）

10月21日（月）
◎ 豊田西ＲＣ 10月７日（月）

豊田三好ＲＣ ★ 10月７日（月）

【西三河分区】
９月12日（木）

◎ 西尾KIRARA ＲＣ ８月23日（金）
西尾ＲＣ ８月20日（火）

ガバナー補佐 稲垣　良次 西尾一色 ＲＣ ８月22日（木）
分区幹事 杉田　明弘

９月25日（水）
◎ 知立ＲＣ ９月４日（水）

地区副幹事 森　　弘好　 刈谷ＲＣ ９月９日（月）

10月１日（火）
◎ 碧南ＲＣ ９月11日（水）

高浜ＲＣ ９月10日（火）

10月４日（金）
◎ 安城ＲＣ ９月13日（金）

三河安城ＲＣ ９月18日（水）
※　◎はホストクラブ　　★は夜間例会



第2760地区 ロータリークラブ拡大表
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1980年代
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岩
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第2760地区 ロータリークラブ拡大表
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第2760地区 ロータリークラブ設立年表
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 2014年５月21日 84 ＊６

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

＊２ 尾西ＲＣのスポンサー：一宮ＲＣ（メイン）及び名古屋ＲＣ
＊３ 小牧ＲＣのスポンサー：犬山ＲＣ（メイン）及び名古屋守山ＲＣ
＊４ 2015年６月30日終結
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＊５ 中部名古屋みらいＲＣのスポンサー：豊田ＲＣ Coスポンサー：岐阜西ＲＣ（第2630地区）
＊６ 愛知ロータリーＥクラブのスポンサー：江南ＲＣ（メイン）及び西尾ＲＣ、瀬戸北ＲＣ
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日本のロータリー地区別クラブ数・会員数一覧表

地区 テリトリー RC数 会員数 17年12月末
会員数

第2500地区 北海道東部 67 2,296 2,304
第2510地区 北海道西部 70 2,627 2,606
第2520地区 岩手・宮城 79 2,265 2,298
第2530地区 福島 65 2,372 2,398
第2540地区 秋田 42 1,141 1,135
第2550地区 栃木 51 1,776 1,773
第2560地区 新潟 56 2,107 2,128
第2570地区 埼玉西北 51 1,639 1,641
第2770地区 埼玉南東 74 2,608 2,611
第2790地区 千葉 83 2,872 2,827
第2800地区 山形 49 1,601 1,607
第2820地区 茨城 55 1,956 1,986
第2830地区 青森 41 1,197 1,203
第2840地区 群馬 45 2,131 2,110
第2580地区 東京・沖縄 71 3,050 3,051
第2590地区 神奈川 56 2,049 2,072
第2600地区 長野 54 1,978 1,977
第2610地区 石川・富山 64 2,678 2,677
第2620地区 静岡・山梨 79 3,026 3,044
第2630地区 岐阜・三重 75 3,203 3,183

第2750地区
東京・北マリアナ諸島・
グアム・ミクロネシア・
パラオ

99 4,783 4,787

第2760地区 愛知 85 4,904 4,884
第2780地区 神奈川 68 2,419 2,375
第2640地区 大阪南部・和歌山 69 1,852 1,887
第2650地区 福井・京都・奈良・滋賀 96 4,618 4,655
第2660地区 大阪北部 81 3,647 3,646
第2670地区 愛媛・香川・高知・徳島 74 3,084 3,052
第2680地区 兵庫 73 2,772 2,823
第2690地区 岡山・島根・鳥取 66 3,075 3,070
第2700地区 福岡・長崎・佐賀 61 3,254 3,221
第2710地区 広島・山口 73 3,341 3,331
第2720地区 熊本・大分 75 2,495 2,489
第2730地区 鹿児島・宮崎 66 2,414 2,390
第2740地区 長崎・佐賀 57 2,242 2,268
34地区合計 2,270　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　89,472 89,509

日本のロータリー
会員概数　89,206人
クラブ数　2,261
（上の表中34地区合計から、第2750地区のPBグループを引いた数です）

（2018 年 12 月末現在）
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2019-20年度 地区役員及び委員会構成
ガバナー 伊藤 靖祐 江南
ガバナー補佐 （南尾張分区） 森田　 亨 半田

（西尾張分区） 篠田　 廣 津島
（東尾張分区） 山田 直樹 尾張旭
（西名古屋分区） 伊藤　 豪 名古屋瑞穂
（東名古屋分区） 𠮷田 正道 名古屋和合
（東三河分区） 平野 正博 豊橋東
（西三河中分区） 市川 幾雄 岡崎東
（西三河分区） 稲垣 良次 西尾

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
岡部 名古屋北

地区幹事 南村 朋幸 江南
地区副幹事 （南尾張分区担当） 堀尾 庄一 江南

（西尾張分区担当） 杦本 哲一 江南
（東尾張分区担当） 片平 博己 江南
（西名古屋分区担当） 木本　 寛 江南
（東名古屋分区担当） 杉浦 賢二 江南
（東三河分区担当） 冨永 典夫 江南
（西三河中分区担当） 長瀬 晴義 江南
（西三河分区担当） 森　 弘好 江南

地区会計長 倉知 正憲 江南
地区監事 岩井 正彦 江南
地区副監事 浅野 安郎 江南
地区特別相談役 滝　 勝夫 江南
地区事務長 永田 広光 江南
地区副事務長 駒田 洋平 江南
地区スタッフ 安藤 喜代司 江南

波多野 智章 江南
早川 一三 江南
稲熊 茂男 愛知ロータリーＥ
岩田 進市 江南
近藤 道麿 江南
鬼丸 道代 愛知ロータリーＥ
庄田 元久 江南
于　　 咏 愛知ロータリーＥ

ガバナーエレクト 岡部 名古屋北
次期地区幹事 伊藤 満琉 名古屋北
地区指名委員会 ◎ 服部 良男 愛知三州

○ 神野 重行 名古屋名駅
近藤 雄亮 名古屋瑞穂
加藤 陽一 瀬戸
村井 總一郎 豊橋

立法案審議委員会（ガバナー） 伊藤 靖祐 江南
（直前代表議員） 江崎 柳節 小牧

立法案審議委員会（代表議員） 田中 正規 西尾
（つづき） （補欠議員） 加藤 陽一 瀬戸

（ガバナーエレクト） 岡部 名古屋北
（地区幹事） 南村 朋幸 江南
（次期地区幹事） 伊藤 満琉 名古屋北

副ガバナー 神野 重行 名古屋名駅
地区研修リーダー 服部 良男 愛知三州
地区監査役 加藤 友康 名古屋名駅
分区幹事 （南尾張分区） 古市 晃久 半田

（西尾張分区） 山田 勝弘 津島
（東尾張分区） 森井 晴生 尾張旭
（西名古屋分区） 梅村 昌孝 名古屋瑞穂
（東名古屋分区） 亀井 敏勝 名古屋和合
（東三河分区） 安田 直樹 豊橋東
（西三河中分区） 畔栁 秀幸 岡崎東
（西三河分区） 杉田 明弘 西尾

研修委員会 ◎ 早川 和男 名古屋東山
○ 古田 嘉且 江南

大矢 英憲 名古屋昭和
平松 清美 尾西
大林 香瑞人 東海
石井 弘子 名古屋錦
日比野 万喜男 犬山
鈴木 宏司 半田南
吉川 公章 名古屋南
西脇 良一 名古屋名北

地区戦略計画委員会 ◎ 伊藤 靖祐 江南
○ 岡部 名古屋北

村井 總一郎 豊橋
沓名 俊裕　 安城
南村 朋幸 江南
佐々木 利政 豊橋
伊藤 満琉 名古屋北
水野 𠮷紹 名古屋北
光岡 新吾 豊田
松前 裕己 一宮中央
日野 典子 愛知長久手
石井 弘子 名古屋錦

危機管理委員会 A 神野 重行 名古屋名駅
Ｃ 岡部 名古屋北
◎ 神戸 邦夫 豊橋南
○ 寺本 善雄 名古屋みなと
○ 岩月 雅章 名古屋中

早川 和男 名古屋東山
岡田 雅隆 犬山
杉本 知治 岡崎
村田 誠一 名古屋みなと
金山 明史 豊田西
朱宮 新治 犬山
山田 直樹 尾張旭
山口　 眞 名古屋中
黒田 勝基 高浜
尾関 孝英 名古屋北
加藤 恭太郎 名古屋守山
三浦 眞澄 西尾

地区財務委員会 ◎ 大竹 一義 瀬戸
○ 加藤 定伸 名古屋名駅

佐々木 利政 豊橋
拡大委員会 ◎ 神野 重行 名古屋名駅

○ 朱宮 新治 犬山
○ 服部 良男 愛知三州

柴田 幸男 名古屋北
天野 惠一 岡崎
加藤 定伸 名古屋名駅

A：アドバイザー　C：カウンセラー　◎：委員長　○：副委員長



2019-20年度 地区役員及び委員会構成

拡大委員会（つづき） 中林 正人 名古屋空港
会員増強委員会 ◎ 澤田 文雄 豊田東

○ 石井 弘子 名古屋錦
水越 彌生 刈谷
古橋 エツ子 尾張旭
木所 壮太 豊橋東
織田 敏之 名古屋東南
西脇　 司 名古屋守山
川澄 哲裕 半田南
長尾 秀義 小牧
鈴村 與左衛門 あま

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

鬼頭 秀幸 豊橋ゴールデン
香田 研二 名古屋名北
石川 道男 豊田三好
荒川 雅義 名古屋中
臼井 幹裕 あま
髙木　 勝 名古屋宮の杜

社会奉仕委員会 ◎ 塩谷 和久 名古屋中
社会奉仕担当 ○ 後藤　 敞 名古屋丸の内

猪飼 充利 津島
日野 典子 愛知長久手
渡辺 一朗 知立
八木 生義 名古屋名東

RCC担当 ○ 加藤 久雄 名古屋葵
伊藤 陽介 名古屋守山
熊澤 勝則 尾張中央
羽佐田 芳和 西尾
出口 達也 刈谷

環境保全担当 ○ 谷定 貴之 犬山
伊藤 隆守 豊田三好
宇野 弘隆 岡崎東
廣田　 克 名古屋東南

国際奉仕委員会 ◎ 木村 光徳 名古屋大須
○ 児玉 憲之 あま
○ 磯部 一智 刈谷

佐野 正人 岡崎南
鈴木 宏司 半田南
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
佐久間 武美 豊橋北
木村 樹生 尾西
加藤 忠晴 名古屋守山

青少年奉仕委員会 ◎ 岡田 雅隆 犬山
○ 佐藤 裕彦 豊橋

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
○ 大塩 啓太郎 豊橋

小川 晴希 豊川
青山 五郎 東知多
鈴木 康生 豊田
服部 英男 岡崎南
下出 啓介 名古屋名東
大島 賀樹 小牧
相羽 あつ子 津島
山口 哲司 名古屋瑞穂
足立 一郎 名古屋千種

インターアクト委員会（つづき） 三城 偉央 岡崎東
菱川 弘樹 一宮北
林　 茂一 稲沢
小川 茂徳 春日井
川原 元則 豊橋東
林 左希也 名古屋

ローターアクト委員会 ◎ 村田 誠一 名古屋みなと
○ 津曲 修一郎 名古屋南
○ 鈴木 万衛 豊田
○ 山口 耕平 豊橋

寺尾 洋太 名古屋東
峰澤 彰宏 岡崎
秋田 敬治 一宮中央
大村 俊美 田原
遠藤 賢彦 名古屋守山

ＲＹＬＡ委員会 ◎ 金山 明史 豊田西
○ 淺見 敏範 名古屋東

田中 靖達 瀬戸
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
竹内 幹尚 豊川
鈴木　 東 渥美
牧　 岳大 豊橋ゴールデン
寺西 高子 名古屋みなと
野田 直希 名古屋東

青少年交換委員会 ◎ 岩月 雅章 名古屋中
○ 遠山 武志 名古屋北
○ 中山 憲和 豊田中

岡部 名古屋北
沓名 俊裕　 安城
宮下 恵子 中部名古屋みらい
村瀬 竜雄 東知多
髙木 政義 名古屋大須
加藤 恭太郎 名古屋守山
前田　 要 名古屋名駅
花井　 勉 名古屋東南
城所 一也 蒲郡

公共イメージ向上委員会 ◎ 山口　 眞 名古屋中
○ 桐渕 利次 岡崎城南
○ 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
伊東 良夫 半田
水野 順也 蒲郡
藤岡 省吾 名古屋錦
稲熊 茂男 愛知ロータリーE  

地区大会企画委員会 ◎ 伊藤 靖祐 江南
村井 總一郎 豊橋
岡部 名古屋北
南村 朋幸 江南
伊藤 満琉 名古屋北

（18 年度実行委員長） 鈴木 康仁 蒲郡
　　　  （18 年度幹事） 堀井 慎二 蒲郡
　　　  （19 年度実行委員長） 江川 泰彦 名古屋清須
　　　  （19 年度幹事） 水野 豊秋 名古屋清須
　　　 （20年度実行委員長） 磯貝 一己 知立
　　　  （20 年度幹事） 鈴木 民也 知立

ロータリー財団監査委員会 ◎ 村井 總一郎 豊橋
○ 水野 𠮷紹 名古屋北

髙木 政義 名古屋大須
ロータリー財団委員会 ◎ 朱宮 新治 犬山

A：アドバイザー　C：カウンセラー　◎：委員長　○：副委員長



2019-20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） ○ 中村 公彦 名古屋名東
○ 福田 哲三 名古屋和合

会計長 兵藤 文男 刈谷
資金管理委員会 ◎ 加藤 陽一 瀬戸

○ 安田 新平 犬山
兵藤 文男 刈谷
髙山 景一 豊橋

資金推進委員会 ◎ 野村 紀代彦 刈谷
○ 伊藤 信裕 豊田西

松田 茂治 西尾
加藤 博巳 岡崎
長瀬 輝代之 名古屋守山
近藤 茂弘 名古屋瑞穂

補助金委員会 ◎ 髙山 景一 豊橋
○ 成田 徹 三河安城
○ 藤野 直子 名古屋名東

間瀬 浩正 半田
佐野 彰彦 刈谷
足立 満 名古屋北
松林 信吾 半田南
梶野 輝雄 瀬戸
浅井 彦治 津島
津坂 守英 名古屋城北
吉田 治伸 名古屋中
杉浦 敏夫 豊田
三宅 哲也 豊田中

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
○ 永井 伸治 稲沢
○ 青山 貴彦 瀬戸

加納 伸康 名古屋葵
田中 一成 名古屋守山
江川 泰彦 名古屋清須
岩田 佳之 名古屋城北
郡司 哲夫 名古屋南

グローバル奨学生・平和フェロー委員会 ◎ 猪子 恭秀 名古屋みなと
○ 長谷川 龍伸 名古屋丸の内

矢頭 功生 豊田東
加納 昭巨 名古屋南
田尻 幹夫 名古屋和合
落合 和子 名古屋錦
川村 勝廣 名古屋名駅

恒久基金/大口寄付担当 野村 紀代彦 刈谷
米山記念奨学委員会 ◎ 山田 直樹 尾張旭

○ 青山　 稔 瀬戸
○ 小栗 正章 名古屋和合
○ 加藤 英樹 刈谷
○ 大橋　 均 知立

山本 慎治 半田南
山田　 猛 江南
大橋 さなえ 名古屋名南
鮑尓 吉徳 名古屋アイリス
神谷 恵理 愛知長久手
梅谷 朋志 一宮
牧　 昌夫 豊川
中條 善朗 豊田中
六鹿 敏也 名古屋名駅
七田 隆二 名古屋守山
武山 卓史 名古屋丸の内
浅倉 伸治 豊橋
上田 唯司 名古屋北
内藤 教恵 安城
市岡 正蔵 名古屋瑞穂

学友委員会 ◎ 奥田 清仁 豊田
○ 稲本 良二 豊田中

朱宮 新治 犬山
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
佐藤 裕彦 豊橋
太田 和孝 名古屋千種
酒部 佳直 岡崎南

WFF実行委員会 ◎ 神野 重行 名古屋名駅
○ 福田 哲三 名古屋和合
○ 金田 英和 名古屋東山
○ 光岡 新吾 豊田
○ 岡田 雅隆 犬山

○（会計監査） 佐々木 利政 豊橋
早川 和男 名古屋東山
澤田 文雄 豊田東
鋤柄 喜彦 名古屋東南
塩谷 和久 名古屋中
木村 光徳 名古屋大須
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
山口　 眞 名古屋中
朱宮 新治 犬山
山田 直樹 尾張旭
篭橋 美久 名古屋中
鈴村 與左衛門 あま
織田 敏之 名古屋東南

RI委員他
規定審議会 代表議員 江崎 柳節 小牧
ロータリー公共イメージコーディネーター補佐（ARPIC） 加藤 陽一 瀬戸
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

顧問 村井 總一郎 豊橋
地区代表委員 尾本 和弘 名古屋東南

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
理事 村井 總一郎 豊橋

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）
顧問 斎藤 直美 豊田
理事 神野 重行 名古屋名駅
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 理事長 斎藤 直美 豊田

評議員 田中 正規 西尾
選考・学務委員会委員 服部 良男 愛知三州

公益財団法人米山梅吉記念館 理事 斎藤 直美 豊田
ネットワーキング・奉仕グループ委員会 委員 福田 哲三 名古屋和合
オンツーホノルル 伊藤 靖祐 江南
地区ローターアクト代表 原田 卓弥　 豊田広域ＲＡＣ

A：アドバイザー　C：カウンセラー　◎：委員長　○：副委員長



歴代ガバナー・地区幹事・ガバナー補佐（分区代理）一覧
年度 ガバナー 地区幹事 尾張第一 東尾張 西尾張 三河第一 三河第二 東北信 南信第一 南信第二

1985-86 福田浩三 川口卓男 吉田市郎 松永金次郎 足立舛一 山内　彊 岡田一秀 星野晃良 吉江親正 石原桃介
名古屋空港 名古屋空港 名古屋 江南 一宮北 豊橋北 岡崎南 軽井沢 塩尻 駒ヶ根

年度 ガバナー 地区幹事 尾張第一 名古屋第一 名古屋第二 東尾張 西尾張 三河第一 三河第二
1989-90 盛田和昭 水野喬樹 石井直一 加納　泉 小渕　連 天野正英 横井永忠 柴田　茂 神谷　治

名古屋 名古屋 常滑 名古屋中 名古屋守山 名古屋空港 あま 豊橋南 高浜
1990-91 中村繁男 宮本昌幸 永井　進 嶺木一夫 岡本纓二 青山鍵夫 長谷川淳一 間瀬誠一 市川裕士

岡崎南 岡崎南 知多 名古屋瑞穂 名古屋名東 瀬戸北 尾張中央 渥美 刈谷
1991-92 加納　泉 伊藤洵二 中林大三 天野道造 伊藤　寛 大野義彦 水野宏武 三高　宏 丹羽猶次郎

名古屋中 名古屋中 東海 名古屋大須 名古屋東 岩倉 西春日井 奥三河 豊田西
1992-93 神戸政治 鈴木孝則 花井文雄 林　光雄 日比榮一 長谷川二郎 山本鐵彦 荻野　修 服部國男

あま あま 東知多 名古屋西 名古屋北 豊山・城北 津島 新城 岡崎
年度 ガバナー 地区幹事 尾張第一 名古屋第一 名古屋第二 東尾張 西尾張 東三河 西三河第一 西三河第二

1993-94 宮地信尚 杉原彦三郎 松本　宏 林永治郎 村夘一郎 山内鑛平 萩本鐵夫 石川顕次 成田敏圀 杉浦義夫
豊川 豊川 半田 名古屋 名古屋名北 瀬戸 一宮北 豊橋北 岡崎東 西尾

1994-95 蜂谷弘道 森　武保 清水良三 朽木義一 大谷和雄 平林米司 林　　恵 梅村　東 加藤喜作 太田昭夫
名古屋和合 名古屋和合 半田南 名古屋南 名古屋千種 犬山 稲沢 豊橋ゴールデン 豊田 安城

1995-96 石川和昌 神野紀郎 市田弘治 荒木　巌 浦野三男 福田清成 松前憲典 平野義郎 加藤正男 石川八郎右衛門
豊橋 豊橋 常滑 名古屋みなと 名古屋北 江南 一宮中央 田原パシフィック 岡崎南 碧南

1996-97 松本　宏 内田栄一 森岡秀夫 各務芳樹 古川善次郎 伴野富三 酒井　孝 石川孝司 森　順次 小出和巳
半田 半田 知多 名古屋東南 名古屋東 小牧 一宮 豊橋 豊田東 一色

1997-98 犬飼栄輝 片山主水 河合博文 堀田逞二 山田静夫 早川八郎 加藤千博 鈴木省三 有馬惟夫 杉浦重行
名古屋東南 名古屋東南 東海 名古屋中 名古屋守山 春日井 尾西 蒲郡 岡崎城南 高浜

年度 ガバナー 地区幹事 南尾張 西尾張 東尾張 西名古屋 東名古屋 東三河 中三河 西三河
1998-99 内藤明人 岩間俊夫 加藤知成 田中清隆 飯田幸雄 春日良平 上村晋也 来本吉郎 村野力男 池田憲司

名古屋西 名古屋西 東知多 あま 尾張旭 名古屋瑞穂 名古屋和合 豊橋北 豊田西 刈谷
年度 ガバナー 地区幹事 南尾張 西尾張 東尾張 西名古屋 東名古屋 東三河 西三河中 西三河

1999-00 野村重彦 内藤耕造 石川八郎 丹羽那一 加藤俊夫 岡部快圓 坂本精志 石黒坦史 太田賢太郎 横井杲　鈶
刈谷 刈谷 半田 尾張中央 名古屋空港 名古屋大須 名古屋名東 豊川 岡崎 知立

2000-01 福田清成 伊藤鶴 石川治郎 藤井　忠 坂田　隆 小坂忠勝 星川直志 林　成樹 花沢　勇 加納　隆
江南 江南 半田南 西春日井 瀬戸北 名古屋栄 名古屋名北 田原 豊田三好 西尾KIRARA

2001-02 太田賢太郎 藤井克己 伊奈正彦 古川弘一 山田照満 林　隆二 水野賀續 鈴木茂雄 足立汎和 伊藤信吾
岡崎 岡崎 常滑 津島 岩倉 名古屋名南 名古屋千種 豊橋南 岡崎東 西尾

2002-03 岡部快圓 伊藤　宏 稲山達弘 大森克孝 太田達夫 青島邦夫 細野恭弘 本多克弘 伊藤康司 原田慶三郎
名古屋大須 名古屋大須 知多 一宮北 名古屋城北 名古屋名駅 名古屋昭和 新城 豊田 安城

2003-04 豊島德三 瀧　義孝 河合博文 田口茂利平 坪井靖治 岡田守功 長谷川正孝 木村守雄 鈴木英成 榊原義嗣
一宮北 一宮北 東海 稲沢 瀬戸 名古屋丸の内 名古屋錦 渥美 岡崎南 碧南

2004-05 大島宏彦 安藤重良 加藤知成 長谷川正己 小川征一 山路兼生 神田　肇 伴　辰三 鈴木　昌 鈴木信吾
名古屋 名古屋東 東知多 一宮中央 犬山 名古屋南 名古屋東山 豊川宝飯 豊田東 一色

2005-06 髙橋治朗 川島　誠 竹内尚哉 大森一人 岩井正彦 成田洋之 田嶋好博 松崎　進 小野智範 杉浦義尚
名古屋西 名古屋西 半田 一宮 江南 名古屋みなと 名古屋北 豊橋ゴールデン 岡崎城南 高浜

2006-07 斎藤直美 藤井伸三 森島昭二 山内　登 江崎柳節 片山主水 千田　毅 尾原　脩 加藤鈴幸 羽田育哉
豊田 豊田 半田南 尾西 小牧 名古屋東南 名古屋東 田原パシフィック 豊田西 刈谷

2007-08 江崎柳節 河村嘉男 清水幸一 鈴木孝則 清水　勲 杉本仁至 佐藤正延 神野武郎 杉浦壽康 金子利夫
小牧 小牧 常滑 あま 春日井 名古屋中 名古屋守山 豊橋東 岡崎 知立

2008-09 片山主水 宮崎　薫 村上茂登 安藤銑悟 安藤公爾 近藤雄亮 國分孝雄 松井章悟 福岡輝夫 辻村和美
名古屋東南 名古屋東南 知多 尾張中央 尾張旭 名古屋瑞穂 名古屋和合 豊橋 豊田中 西尾KIRARA

2009-10 大澤輝秀 岩瀬淳一郎 高村敦夫 保浦文夫
藤井　忠 高山光雄 草野勝彦 村橋泰志 飯島　卓 堀川　泰 石原健一

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



歴代ガバナー・地区幹事・ガバナー補佐（分区代理）一覧

年度 ガバナー 地区幹事 南尾張 西尾張 東尾張 西名古屋 東名古屋 東三河 西三河中 西三河
2010-11  田嶋好博 水野紹 寺田　諭 高木輝和 杉山仁朗 西村忠郎 遠藤友彦 鈴木茂久 杉田雄男 尾﨑隆爾

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

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

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

西尾 西尾 半田南 一宮中央 愛知長久手 名古屋丸の内 名古屋錦 豊橋南 豊田東 西尾一色
2014-15  近藤雄亮 髙須洋志 牧野克則 野杁章夫 加藤令吉 宮田紀昭 松野一彦 中島忠幸 桐渕利次 黒田勝基

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

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

岡崎 岡崎 東海 あま 江南 名古屋みなと 名古屋北 豊川宝飯 豊田中 知立
2017-18  神野重行 加藤定伸 横山明巳 西村利夫 鈴木文勝 宮崎　薫 本多　満 大須賀憲太 柴田芳孝 大髙敏睦

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

豊橋 豊橋
熊澤　岌
東知多

和田典之
名古屋清須

加藤久仁明
春日井

渡邉一平
名古屋中

長瀬輝代之
名古屋守山

尾原　脩
田原パシフィック

鈴木正輝
豊田三好

寺部保美
三河安城

2019-20 伊藤靖祐 南村朋幸
江南 江南

2020-21 伊藤満琉
名古屋北 名古屋北

森田　亨
半田

篠田　廣
津島

 山田直樹
尾張旭

伊藤　豪
名古屋瑞穂 名古屋和合

平野正博
豊橋東

市川幾雄
岡崎東

稲垣良次
西尾

岡部　　

　田正道



インターアクトクラブ・IAC（Interact Clubs）

クラブ名 提唱 RC 創立年月日 会員数 事務所所在地
豊川高等学校 豊川 1964.10.９ 23

12
25
26
5
17
21
25
80

58

52
32
21
63
30
43
19
42
594

〒442-0029 豊川市末広通1-37
豊田工業高等専門学校 豊田 1965.１.25 〒471-8525 豊田市栄生町2-1
豊橋商業高等学校 豊橋 1965.10.16 〒440-0864 豊橋市向山町官有地
岡崎城西高等学校 岡崎南 1967.８.21 〒444-0942 岡崎市中園町川成98
名古屋 名古屋 1968.６.15 〒464-0848 名古屋市千種区春岡1-2-7 名古屋YMCA内
岡崎学園高等学校 岡崎 1971.11.27 〒444-0071 岡崎市稲熊町3-110
安城学園高等学校 安城 1977.４.１ 〒446-8635 安城市小堤町4-25
修文女子高等学校 一宮北・一宮・尾西・一宮中央 1984.９.14 〒491-0938 一宮市日光町6-1
光ヶ丘女子高等学校 岡崎東 1992.12.19 〒444-0811 岡崎市大西町奥長入52

阿久比高等学校 半田・常滑・東海・東知多・
半田南・知多・大府 1994.３.６ 〒470-2213 知多郡阿久比町阿久比尾社2-1

千種高等学校 名古屋名東 1995.６.24 〒465-8507 名古屋市名東区社台2-206
桜花学園高等学校 名古屋東・名古屋千種・名古屋昭和 1995.７.11 〒466-0013 名古屋市昭和区緑町1-7
誉高等学校 小牧 1998.11.22 〒485-0821 小牧市本庄郷浦2613-2
中部大学春日丘高等学校 春日井・名古屋城北・名古屋空港 2001.４.28 〒487-8501 春日井市松本町1105
愛知啓成高等学校 稲沢 2009.５.20 〒492-8218 稲沢市西町1-1-41
津島東高等学校 津島 2014.９.26 〒492-0006 津島市蛭間町字弁日1
瑞陵高等学校 名古屋瑞穂 2015.５.14

2019.３.６
〒467-0811 名古屋市瑞穂区北原町2-1
〒440-0075 豊橋市花田町石塚42-1 豊橋商工会議所 6F桜丘学園孫便り 豊橋東

18 IAC 31 RC

ローターアクトクラブ 提唱・協力RC 創立年月日 会員数 事務所所在地

岡崎 岡崎・岡崎南・岡崎東・
岡崎城南・愛知三州 1969.９.19 14 〒444-0863 岡崎市東明大寺町16-2 明和荘２ 102号

岡崎ロータリークラブ内

豊橋 豊橋（協力RC 注１） 1975.３.６ 11 〒440-0075 豊橋市花田町石塚42-1 豊橋商工会議所内
豊橋ロータリークラブ内

〒481-0004 北名古屋市鹿田坂巻5-1
尾張中央ロータリークラブ内

田原 田原（協力RC 注２）

尾張中央

1975.５.30 15 〒441-3421 田原市田原町巴江12-1 崋山会館３F
田原ロータリークラブ内

一宮 一宮中央・一宮・尾西・
一宮北 1975.６.５ 8 〒491-0858 一宮市栄4-6-8 一宮商工会議所ビル５F

一宮中央ロータリークラブ内

名古屋中央
名古屋みなと・名古屋丸の内・
名古屋名駅（協力RC 注３）

1976.２.６ 12 〒450-6002
名古屋市中村区名駅1-1-4
名古屋マリオットアソシアホテル2222号室
名古屋みなとロータリークラブ内

名古屋熱田
名古屋南・名古屋東南・
名古屋瑞穂・名古屋名南 1984.３.15 23 〒460-8608 名古屋市中区錦1-19-30 名古屋観光ホテル

名古屋南ロータリークラブ内

名古屋名城

名古屋芸術大学

名古屋東（提唱RC ＊１） 1995.６.30 12 〒460-0008
名古屋市中区栄4-6-15 
フォーティーンヒルズセンタービル604号室
名古屋北ロータリークラブ内

豊田広域
豊田・豊田東・豊田三好・
豊田中

2007.６.24

2018.６.１

6

7

〒471-0027
豊田市喜多町2-160
ホテルトヨタキャッスル801号室
豊田ロータリークラブ内

9 RAC 41 RC 108

（提唱RC ＊１）名古屋名城ローターアクトクラブは東名古屋分区12RCで提唱。2019年度の主管は名古屋東RC、副主管は名古屋守山RCです。
（協力RC 注１）豊橋北、豊橋南、豊橋ゴールデン、豊橋東 （協力RC 注２）田原パシフィック
（協力RC 注３）名古屋西 

2019年2月28日現在

2019年2月28日現在

ローターアクトクラブ・RAC（Rotaract Clubs）



地区RYLA セミナー開催状況
回数 開催期日 テーマ 開催場所

17 2008
11/8・9

「絆」
家族とは、友人とは

愛知県岡崎
青年の家

18 2009
11/14・15 礼節 愛知県岡崎

青年の家

RCC 提唱ロータリークラブ 結成年月日 活動目的 隊員数

1 豊橋RCC豊橋教育サークル（TEC） 豊橋 1993.１.26 「青少年」健全育成 78

22

935

120

12

54

15

37

13

10

10

13

24

10

17

70

10

2 半田RCC半田教育サークル（HEC） 半田 1993.12.２ 「青少年」健全育成

3

4

名古屋守山RCC 名古屋守山 1996.11.７ 民間ボランティア

5

安城少年野球サークルRCC 安城 1997.10.17 「青少年」健全育成

6

7

長瀬楽人会RCC 岡崎東 2002.２.12 伝承

8

半田災害支援ボランティアコーディネーターの会RCC 半田南 2004.４.23 災害支援

9

子ども歌舞伎RCC 豊田西 2007.３.12 伝承

10

名古屋東山RCC 名古屋東山 2010.10.９ 環境保全

11

岡崎大門交通安全RCC 岡崎城南 2012.10.30 交通安全

12

さくらんぼ育成会RCC 瀬戸 2013.７.１ 青少年に対する地域文化の伝承と健全育成

13

安城市私立幼稚園RCC 三河安城 2013.12.18 園児の健全育成

14

愛ポート’05 RCC 岡崎南 2014.２.12 障がい者支援

15

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

16

NGUラブリッジ名古屋RCC 名古屋宮の杜 2017.２.28 スポーツ

17
18

わっしょい太鼓祭実行委員会RCC 名古屋宮の杜 2017.３.９ 文化・伝承

あいち子ども食堂ネットワークRCC 名古屋名東 2017.８.３ 子どもの貧困対策

豊田軟式少年野球RCC 豊田東 2017.９.１ 「青少年」健全育成

地域発展

2019年2月28日現在

2019年3月31日現在

回数 開催期日 地区RYLA
委員長 テーマ 開催場所

1 1993
3/14

北秀之
（春日井） 歴史に学ぶ 岡崎信用金庫

本店大樹寺

2 1994
3/19・20

北秀之
（春日井）

21世紀にはばたけ
…青少年

愛知県労働者
研修センター

3 1995
3/18・19

岡戸麻一
（東知多） 友達になろう 愛知県美浜

少年自然の家

4 1996
3/16・17

岡部快圓 自然に学ぼう 愛知県青少年
公園

5 1997
3/15・16

野村重彦
（刈谷） 救え・地球を 愛知県青少年

公園

6 1998
4/4・5

石田喜運 新世紀と国際交流 ホリディ・イン
クラウンプラザ豊橋

7 1999
3/13・14

林正彦
（尾西）

今、子供たちが
危ない

愛知県美浜少年
自然の家

8 2000
3/25・26

中山信夫 地域社会とわたし 愛知県美浜少年
自然の家

9 2001
3/17・18

加藤鈴幸
（豊田西）

21世紀は新世代の
あなたが主役

全トヨタ労連
研修センターつどいの丘

10 2002
3/23・24

横山邦晴
（尾張旭）

ネット社会の中の
私たち

愛知県労働者
研修センター

11 2003
5/17・18

松井善則
（名古屋瑞穂）

怖いおやじ、
優しいお母さん

愛知県労働者
研修センター

12 2004
5/15・16

金子利夫
（知立）

青春の声を
聞かせましょう！ 知立文化会館

13 2004
11/27・28

岩瀬淳一郎
（豊川）

見つめ直そうマナーと言葉
－大人の常識と若者の常識－ 豊川閣妙厳寺

14 2006
3/25・26

早川佳教
（知多） 「夢」 愛知県美浜

少年自然の家

南尾張

東三河

西尾張

西三河

東名古屋

西名古屋

西三河中

東尾張

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

担当分区
（ホストクラブ）

西三河中
（岡崎東）

東尾張
（春日井）

南尾張
（東知多）
西名古屋

西三河
（刈谷）
東三河

西尾張
（尾西）
東名古屋

西三河中
（豊田西）

東尾張
（尾張旭）
西名古屋

西三河
（知立）
東三河

（豊川）
南尾張

（知多）

（豊橋ゴールデン）（豊橋ゴールデン）

（名古屋大須）（名古屋大須）

（名古屋瑞穂）

名古屋千種 名古屋千種

地区RYLA
委員長

牧野正高
（岡崎城南）
犬束俊彦
（小牧）

担当分区
（ホストクラブ）

15 2007
3/24・25 「将来の日本」 愛知県労働者

研修センター
熊澤勝則

（尾張中央）
西尾張

（尾張中央）

16 2008
2/23・24

「自立」
－守・破・離－

愛知県労働者
研修センター

坂田憲治
（名古屋東山）

東名古屋
（名古屋東山）
西三河中

（岡崎城南）
東尾張

（小牧）

19 2011
2/26・27 夢をかたちに 愛知県岡崎

青年の家

20 2012
2/25・26

幸運は天から
降ってはこない

愛知県岡崎
青年の家

21 2013
2/23・24 平和 伊良湖

シーパーク＆スパ

22 2014
3/22・23 輝いて生きよう

絆

愛知県美浜
少年自然の家

23 2015
3/21・22

思いやりの心を
育もう

愛知県美浜
少年自然の家

24 2016
3/26・27

ロータリーと RYLA
～友情と寛容の輪を拡げよう～

愛知県美浜
少年自然の家

25 2017
3/25・26

四つのテスト（THE FOUR-
WAY TEST）とリーダー

全トヨタ労連
研修センターつどいの丘

26 2018
3/24・25

ロータリーの寛容と

心をつなげよう
～共生と思いやり～

リーダーシップ
全トヨタ労連
研修センターつどいの丘

27

28

犬束俊彦
（小牧）
谷山芳和

（豊田西）
谷山芳和

（豊田西）
谷山芳和

谷山芳和

竹内幹尚
（豊川）
竹内幹尚
（豊川）
竹内幹尚
（豊川）

2018 11/23～25
2019 3/23・24

2020
3/28・29

豊田市福祉センター
豊田市少年自然の家

金山明史
（豊田西）
金山明史

（豊田西）

西名古屋
（名古屋中）

西三河
（三河安城）

東三河
（田原）
南尾張

西尾張
（豊田西）

（豊田西）

（常滑）

（一宮）
東名古屋

（名古屋北）
西三河中
（豊田）
東尾張

（瀬戸）

（名古屋東南）

RYLA委員会

29

西名古屋

名古屋大須案内人RCC 名古屋大須

ロータリー地域社会共同隊・RCC（Rotary Community Corps）



ロータリーの目的
OBJECT OF ROTARY

四つのテスト
THE FOUR-WAY TEST

言行はこれに照らしてから

１．真実かどうか
２．みんなに公平か
３．好意と友情を深めるか
４．みんなのためになるかどうか

国際ロータリーの戦略計画
ROTARY INTERNATIONAL STRATEGIC PLAN

ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、これを育むことにある。
具体的には、次の各項を奨励することにある：
第１　知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること；
第２　職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、社会に奉仕
　　　する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものにすること；
第３　ロータリアン一人一人が、個人として、また事業および社会生活において、日々、奉仕
　　　の理念を実践すること；
第４　奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワークを通じて、国際理解、親善、平和
　　　を推進すること（ＲＩ定款第４条、標準ロータリークラブ定款第５条）。

ミッションステートメント MISSION STATEMENT
国際ロータリーは、他者に奉仕し、高潔さを促進し、事業と専門職務および地域社会
のリーダーの間の親睦を通じて世界理解、親善、平和を推進する（ロータリー章典
26.010.1.）

中核的価値観 CORE VALUES
国際ロータリーの戦略計画の一環として、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
中核的価値観を採択した（ロータリー章典　26.010.2.）

ロータリー財団のミッションステートメント
THE ROTARY FOUNDATION MISSION STATEMENT

国際ロータリーのロータリー財団の使命は、ロータリアンが、健康状態を改善し、教育への支
援を高め、貧困を救済することを通じて、世界理解、親善、平和を達成できるようにすること
である（ロータリー財団章典1.030.）

ロータリーのビジョン声明
私たちロータリアンは、世界で、地域社会で、そして自分自身の中で、持続可能な良い変化を
生むために、人びとが手を取り合って行動する世界を目指しています。

Of the things we think, say or do

Is it the TRUTH?
Is it FAIR to all concerned?
Will it build GOODWILL and BETTER FRIENDSHIPS?
Will it be BENEFICIAL to all concerned?



TEL: 052-201-2760 ／ FAX: 052-201-1670 ／ E-mail: governor19-20@rotary2760.org  
URL: http://www.rotary2760.org/ 

【ロータリー財団】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　

（青少年奉仕）youthservice@rotary2760.org  
（青少年交換）yebranch@rotary2760.org
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ガバナー事務所

三井住友銀行
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日本銀行

地下鉄伏見駅
１番出口

Ｃ番出口

名古屋インター
シティビル

ガバナ一事務所 案内図 

〒460-0003 名古屋市中区錦二丁目15番15号 豊島ビル3階

ガバナ一事務所 

ガバナ一事務所・ガバナーエレクト事務所 

ガバナ一エレクト事務所 
TEL: 052-203-2760 ／ FAX: 052-201-1670 ／ E-mail: governor20-21@rotary2760.org 
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