
ク ラ ブ 報 告 

幹 事  古川  進 

 

1. クラブ沿革 

創立年月日 1995年 3 月 9 日 

Ｒ．Ｉ．加盟承認年月日 1995年 3 月 28 日 

特別代表 綱島  彰 

スポンサークラブ 名古屋みなとロータリークラブ 

 

事務所 

名古屋市中区栄 3丁目 29－1（〒460-0008） 

名古屋クレストンホテル 1007 号室 ＴＥＬ〈052〉263-1324 

                        ＦＡＸ〈052〉263-0730 

取引銀行 

中京銀行        本店営業部 普通預金 1136834 

 三菱 UFJ銀行     栄町支店  普通預金 0105435 

 

例会場 

名古屋市中区栄 3丁目 29－1（〒460-0008） 

名古屋クレストンホテル ９階 ＴＥＬ〈052〉264-8000 

  

例会日時 

  毎週木曜日  12 時 30分～13 時 30分 

  

区域限界   名古屋市内 

  区域内人口（平成 31年 4 月 1 日現在）    

(男) 1,143,885 名   

(女) 1,173,761 名  

合計 2,317,646 名  

     

区域内世帯数    1,108,084 世帯 

 

 

 

 

 



2. 会員の状況（令和元年 7月 1日現在） 

正会員 49 名 （内、女性会員 7名） 

名誉会員 0 名  

合  計 49 名  

  正会員率  100 ％ 

 

3. 会員の年齢（令和元年 7月 1日現在） 

最年長者 85 歳 

最年少者 39 歳 

平均年齢 59.35歳 

 

4. 過去 3年間の平均出席率 

2016年～‘17年 95.41% 

2017年～‘18年 95.32% 

2018年～‘19年 95.57% 

 

5. 過去 3年間の会員増強の推移 

 2016 年～‘17 年 2017 年～‘18 年 2018 年～‘19 年 

期 首 

入会者 

退会者 

45 名 

4 名 

4 名 

45 名 

4 名 

2 名 

47 名 

2 名 

0 名 

合 計 45 名 47 名 49 名 

 

6. ロータリー財団（令和元年 5 月 31 日現在） 

創立からの寄付累計額 ＄204639.54 2018～‘19年度会員一人当たり寄付額 ＄158.92 

年度ポリオ指定寄付 $  1464.28 2018～‘19年度会員一人当たり寄付額 ＄ 31.16 

7 ポール・ハリス・フェロー  ２６名 ※大口寄付者、マルチプル含む 

水野 裕善 渡邉 徹雄 藤田 守彦 磯部  徹 林  昌義 

大塚 嘉彦 西川  博 森田 正樹 中野 雅司 安江 英雄 

石井里恵子 後藤  敞 川原 弘久 岩田 宏 松尾雄二郎 

河原 照忠 矢野 雄嗣 長谷川龍伸 松本 太一 永井 克昌 

植木 広次 堀江 俊通 成田 勝彦 田島 陽介 亀井 克典 

高山 進     

マルチプル・ポ－ル・ハリス・フェロー  １１名※メジャードナー除く 

森田正樹(3) 西川 博(3) 岩田 宏(6) 後藤 敞(1) 林 昌義(1) 磯部 徹(1) 

水野裕善(1) 大塚嘉彦(1) 渡邉徹雄(1) 安江英雄(1) 矢野雄嗣(1)  

      



    ベネファクター  ４名 

水野 裕善 藤田 守彦（２回） 川原 弘久 安江 英雄（２回） 

    メジャードナー  １名 

       藤田 守彦（MPHF8） 

 

8. 米山功労者      ７名 

長谷川龍伸 磯部  徹 植木 広次 堀江 俊通 藤田 守彦 矢野 雄嗣 

有沢 祥子      

      

  米山功労者(マルチプル)    ６名   

安江 英雄(8) 大塚 嘉彦(2) 岩田 宏(7) 西川  博(1) 松尾雄二郎(1) 

森田 正樹(1)     

  米山功労法人        ３法人 

矢野建設㈱ (医法)偕行会名古屋共立病院 ㈱服部組  

    

準米山功労者   ３０名 

林  昌義 川原 弘久 渡邉 徹雄 後藤 敞 石井里恵子 伊藤 博行 

亀井 克典 河原 照忠 小菅 誠 眞砂 敦夫 松本 太一 水野 裕善 

成田 勝彦 田島 陽介 高山 進 武山 卓史 田中 如以 山﨑 彰子 

立石ゆかり 上野 直樹 恵利 有司 古川 進 小原 優 宮崎 憲治 

山鳥 正剛 今村 昌根 大橋 文俊 加藤 豊 中野 雅司 中嶋 俊博 

 

9. 出席率（令和元年 6月 15 日現在） 

  月 別 出席率（％） ホームクラブ(％) メークアップ(％) 

2018年７月 95.52 53.72 41.80 

８月 95.52 46.94 48.58 

９月 95.49 58.57 36.92 

１０月 95.56 50.37 45.19 

１１月 95.56 54.44 41.12 

１２月 95.52 62.73 32.79 

2019年１月 95.56 47.41 48.15 

２月 95.62 48.81 46.81 

３月 95.65 55.72 39.93 

４月 95.56 48.15 47.41 

５月 95.56 58.31 37.31 

６月 95.68 53.89 41.79 

 


