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永井克昌会長

年度目標

“豊かな人間関係を創り
次の世代に続くロータリーにしよう！”
例会場 名古屋クレストンホテル
TEL 052-264-8000
例会日時 木曜日 12：30
プログラム･クラブ会報広報委員長
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1995 年 3 月 9 日
1995 年 3 月 28 日
永井 克昌
矢野 雄嗣

事務局 名古屋市中区栄 3-29-1
名古屋クレストンホテル 1007 号
TEL 052-263-1324
FAX 052-263-0730
Mail rc.nagoya-marunouchi@waltz.ocn.ne.jp
HPhttp://www.nagoya-marunouchi-rc.org/

大附香一

第 939 回 例会 Ｎｏ．３１ 平成 27 年２月２６日（木） 晴
■ ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞﾞ 「それでこそロータリー」
■ 出席報告
会員５３名中３７名出席
■ 出席率
７７.０８％
出席計算人数４８名
■ 修正出席率 ２月１２日 ９５.７５％
■ スピーカー
20 周年記念式典実行委員会

横田茂樹さん転勤のご挨拶
横田茂樹さんが東京へ転勤されることになり、お別れの
ご挨拶を頂きました。

会長挨拶

ニコＢＯＸ
●来週はいよいよ 20 周年の式典です。会員全員で盛り
上げましょう！本日のリハーサルも宜しくお願い致しま
す。永井会長、矢野幹事、吉田、藤田、和田、松尾、高
山、有沢、大附、堀江、小原、川原、後藤、横田、小菅、若
原、西川、古川、成田、岩田、亀井、渡邉、水野、長谷川、
磯部、恵利、河原、森田（敬称略）
石井里恵子さん 孫娘がやっと医学部に合格出来まし
た。兄弟が揃って医学の道に進めることが出来る事を喜
んでいます。心が落ち着き久し振りにニコ BOX が出来る
事に感謝しています。
田島さん ３月１５日の名駅ロータリーとのゴルフ、楽しみ
です。幹事の皆様、よろしくお願いします。
本日合計 ６７，０００円

20 周年式典についての概要

入会式
新会員をお迎えいたしました。
会員一同心より歓迎申し上げます。
山鳥正剛さん （紹介者：森田正樹、林 昌義）

実行副委員長より当日の役割などについて説明があり

ました。
例会・式典の部 役割分担表
総合責任者
式典リーダー
例会司会者
式典司会者

実行委員長
吉田光一
実行副委員長 藤田守彦
◎田中如以 〇武山卓史

◎後藤 敞 〇若原正幸
水野裕善、大岩とよみ、安藤正
道、山﨑彰子、横田茂樹、青木
例会受付担当
宏樹、上野直樹、有沢祥子、恵
利有司、平野玄太郎、立石ゆか
り
◎長谷川龍伸 〇田島陽介
来賓・招待者受付担当 高山 進、
亀井克典、佐藤正樹、
眞砂敦夫
◎岩田 宏 〇松尾雄二郎
森田正樹、
小菅 誠、堀田 誠、
会場設営担当
松本太一、
大附香一、伊藤博行、
古川 進、
石井克明、小原 優、
山鳥正剛
石井克明、
恵利有司、古川 進、
会場誘導担当
青木宏樹、小原 優、山鳥正剛
◎川原弘久 〇岡田守功
永井克昌、
矢野雄嗣、藤田守彦、
来賓・招待者接待担当 林 昌義、
磯部 徹、大塚嘉彦、
安江英雄、石井里恵子、丘 博
文、十文字織栄、
主賓先導
◎川原弘久 〇河原照忠
◎渡邉徹雄 〇植木広次
ソングリーダー
ピアノ伴奏 朝倉富美
写真担当
◎西川 博 〇成田勝彦
記念誌写真担当
◎西川 博 〇成田勝彦
進行表作成
◎長谷川龍伸 〇若原正幸
目録贈呈担当
◎和田直美
〇有沢祥子
出席者一覧表作成
◎長谷川龍伸 〇高山 進
席次表作成担当
◎長谷川龍伸 〇高山 進
金銭管理
◎磯部 徹
〇朝倉富美

祝宴リーダー

祝宴の部 役割分担表
実行副委員長 堀江俊通

サブリーダー

大岩とよみ

祝宴司会者

◎武山卓史 〇田中如以

会場設営担当

◎岩田 宏 〇松尾雄二郎
森田正樹、小菅 誠

アトラクション担当

◎岩田 宏 〇大附香一

料理担当

◎若原正幸

☆☆例会のご案内☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
◎３月６日（金）第９４０回例会 例会変更
「創立 20 周年記念式典・祝宴」17：30～ｸﾚｽﾄﾝﾎﾃﾙ
◎３月１２日（木）第９４１回例会 「クラブフォーラム」
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

事業所

新入会員紹介
山鳥 正剛
氏名
ヤマドリ セイゴ
紹介者
森田正樹、林 昌義
職業分類
自動車販売業
生年月日
1968 年 1 月 12 日
ゴルフ
趣味
㈱山勝 代表取締役社長
454-0971 名古屋市中川区
富田町千音寺東福正 4845
TEL052-433-0010 FAX052-433-0013

第 938 回 例会 Ｎｏ．３０ 平成 27 年２月２２日（日） 晴
例会変更 地区大会 於ｳｪｽﾃｨﾝﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ
■ ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞﾞ 「君が代」「奉仕の理想」
■ 出席報告
会員５２名中３２名出席
■ 出席率
７８.２６％
出席計算人数４６名
■ 修正出席率 ２月５日 ９５.８３％
■ ビジター
名古屋 RC 東田盛正治さん以下９名

大会２日目プログラム
10：30 点鐘
11：30 RI 会長メッセージ並びに現況報告
14：30 大会決議報告
記念事業発表・目録贈呈
感謝状・記念品贈呈
各種表彰
ガバナーエレクト・ガバナーのミニー紹介
15：45 記念講演 丹羽宇一郎様
17：15 謝辞
17：20 RI 会長代理講評
17：30 閉会・点鐘
◎市内 25RC 社会奉仕委員会活動が表彰を受け、記念
品が贈呈され当クラブが今年度のホストクラブのためお
預かりしました。

