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Intercity Meeting

Program

プログラム

第1部 式典
オープニング
開会
点鐘�������������������� ガバナー補佐 大髙敏睦
国家
「君が代」斉唱
ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱
ガバナー補佐挨拶�������������� ガバナー補佐 大髙敏睦
歓迎のことば��������������� ホストクラブ会長 酒井進
来賓及び特別出席者の紹介
参加クラブ及び米山奨学生・青少年交換学生の紹介
来賓挨拶�������������������� 西尾市長 中村健 様
ガバナー挨拶������������ RI第2760地区地区幹事 加藤定伸
次年度ガバナー補佐紹介����������� ガバナー補佐 大髙敏睦
次年度ガバナー補佐挨拶��������� 次年度ガバナー補佐 寺部保美
次年度ホストクラブ紹介����������� ガバナー補佐 大髙敏睦
次年度ホストクラブ会長挨拶����� 次年度ホストクラブ会長 古居一雄
閉会
点鐘�������������������� ガバナー補佐 大髙敏睦
休

憩

第2部 講演会
講演テーマ
講

師

講演テーマ
講

師

世界のタブー、ユダヤ問題を解く
ー世界経済と日本の行方に何が起きるかー
株式会社 リバティ情報研究所 代表取締役

宇野 正美氏

三年未満会員のためのセミナー
パストガバナー 田中正規

第3部 懇親会
開会・

乾杯������������ パストガバナー 田中正規
御挨拶������������ 愛知県知事 大村秀章 様
食事・歓談・アトラクション
演奏者 ： 松田 幸一

古橋 一晃

宇戸 俊秀

終

了
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ご挨拶
西三河分区ガバナー補佐

大髙

敏睦

（西尾 KIRARA RC）

皆さん、こんにちは。
日頃はロータリー活動にご協力いただき、ありがと
うございます。
今年は、1 月中旬ぐらいから大寒波に見舞われ、
各地で例年にない大雪になりましたが、今日は大変
良い天気に恵まれました。西尾には節分の時にテレ
ビでよく放送されます勝山寺という熊手がたくさん売
れているお寺が瓦町にあり、お参りをしたので不動
明王のお恵みがあったと思っています。
本日は “ 西三河分区インターシティ・ミーティング ”
に多くの方の出席を頂き、開催することができました。
西三河 9 クラブ 536 名の全員登録です。ご協力あ
りがとうございます。
米山奨学生、
青少年交換留学生、
そして分区内の田中パストガバナーを始めとする特別
出席者の方々、加藤幹事を始めとする 2 名の地区
役員の方々、
来賓には愛知県知事の大村秀章様（知
事は公務の都合で懇親会からになります）そして西
尾市長の中村健様にも出席頂いております。毎年開
催している IM を今年度は私達、西尾 KIRARA ロー
タリークラブがホスト役をつとめ、メンバーの総力を
上げて皆様をお迎えしています。
西尾 KIRARA クラブは、歴史は浅いですが、酒
井会長、磯貝実行委員長のもとで全員で計画を練
り、協議を重ねて今日の IM に臨んできましたので、
どうぞ宜しくお願いします。
今年は講師として株式会社リバティ情報研究所・
代表取締役の宇野正美先生をお招きし講演をお願
いしています。昨年、アメリカ大統領はトランプ氏に
変わり世界の流れが大きく変化しています。世界の
タブー・ユダヤ問題を解くことで講演のタイトルであ
る「世界経済と日本の行方に何が起きるか」を知り、
今後のロータリー活動や仕事のお役に立てればと期
待しています。
昨年の 8 月 8 日、高浜ロータリーさんから順次ガ

バナー補佐訪問に地区副幹事、スタッフの方々と伺
いました。各クラブの会長、幹事、役員の方々や会
員の多くの皆様には、大変お世話になりました。私
は地区への出向も少なく不慣れで、地区副幹事の
小西さん、スタッフの遠藤さんに、たくさん助けられま
した。おかげで神野ガバナーの地区方針や RI テー
マをお伝えし、クラブ協議会でも心温まるお話をする
ことが出来たと思います。西三河分区の歴史ある先
輩ロータリークラブの皆様に支えて頂き、共に素晴ら
しい方々の集まりを強く強く感じた補佐訪問でした。
又、昨年度早々からの規定審議会の大きな変更が
あり、各クラブに戦略委員会の設置をお願いしまし
た。この要因は “ 会員の減少 ” です。当地区にお
いても“ 会員増強は大きな課題 ” です。イアン H.S.ラ
イズリー RI 会長の「ロータリー : 変化をもたらす」神
野ガバナーの方針「今日からのロータリーを楽しもう」
をもとに、一人でも多くの新しい会員を見つける事を
願っています。
もう 1 つお願いがございます。皆さんのお手元に
も配布させて頂きました植樹の件です。もうすでにお
済みのクラブもあるかと思いますが、4 月 22 日のアー
スディまでには宜しくお願いします。
さて今年度の国際大会は 6 月 23 日から始まるカ
ナダ・トロントです。6 月 24 日は神野ガバナーの主
催するガバナーナイトが計画されています。是非トロン
トに参加をして盛り上げて下さいます様、お願い申し
上げます。
それでは本日の IM を最後までお付き合い頂き、
楽しく過ごして頂く事をお願い申し上げ、挨拶とさせ
て頂きます。
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来賓挨拶

ホストクラブ会長

酒井

西尾市長

進

中村

健

様

（西尾 KIRARA RC）

西三河分区の皆様、本日の IM に際し、全員登
録でお応え頂き、又多くの方に足を運んで頂きまし
た。心よりお礼申し上げます。
昨年度は知立ロータリークラブの皆様がホスト
を務められ、素晴らしい会議とされました。西尾
KIRARA ロータリークラブとは、ほぼ同時期に設立
をされたクラブであることから、そのホストぶりに感
服をしたところです。
以降 1 年、分区ガバナー補佐、IM 実行委員長を
中心としまして、クラブの総力を挙げて準備をして参っ
たつもりでいます。多くの物を持ち帰って頂く事はでき
ないかもしれませんが、参加頂きましたお一人お一
人に何かを持ち帰って頂けるようにと、企画を練った
つもりでいます。ぜひとも、
楽しんでいただきたいと願っ
ています。
意を尽くしませんが、進行の予定もあります。こ
れを持ちまして、ホストクラブを代表させて頂き、歓
迎の挨拶とさせて頂きたいと思います。
最後までお楽しみ下さい。

本日は、国際ロータリー西三河分区インターシ
ティー・ミーティングが盛大に開催されることをお慶
び申し上げます。また、西三河分区９のロータリーク
ラブの会員の皆様におかれましては、日ごろから地
元に密着した社会奉仕活動に熱心に取り組んでい
ただき、厚く御礼申し上げます。
さて、この時期、どの自治体においても、議会で
新年度予算の審議がされている頃かと思いますが、
これからの日本が直面する一番大きな課題は、人口
減少への対応です。政治の世界では、ここ数年「地
方創生」という言葉が盛んに言われておりますが、
その言わんとすることは、地域独自の魅力を磨き上
げたまちづくりを進めていくことで、定住促進を図ると
いうことであります。
その一方、市民ニーズが多様化していく中で、す
べての課題を行政だけで解決していくことがますます
難しくなってきています。西尾市においても、市民、
企業、各種団体の皆様の知恵と力をお借りしながら、
独自の魅力を活かした住みよいまちづくりをしていき
たいと考えておりますので、ご理解とご協力をお願い
いたします。
結びになりますが、各ロータリークラブの発展と、
本日お集りの皆様方の今後ますますのご健勝、ご多
幸を祈念いたしまして、お祝いの挨拶に代えさせて
いただきます。
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ガバナー挨拶
RI 第 2760 地区ガバナー代理
地区幹事

西三河分区 IM が大髙敏睦ガバナー補佐のリー
ダーシップのもと、西尾 KIRARA ロータリークラブ
酒井進会長はじめ磯貝総一郎実行委員長、クラブ
会員の皆様のホストで開催されることをお祝い申し
上げるとともに心より感謝いたします。
本日は、IM ほか地区内諸行事が重なり、折角
お声がけいただいたのにも関わらず出席できません
こと、お詫び申し上げます。
西三河分区を構成する 9 クラブの会員数は、昨
年末の当地区 4884 人のうち、536 人と約 11％を
占めており、規模としては、東三河、西三河中を
含む、三河三兄弟では 3 番目ではありますが、現
在注目されている多様性の一つとしての分区内女
性会員数は 26 人と三河三兄弟の中ではナンバー
ワン分区であります。地区では 3 月に女性会員の
懇談会を地区会員増強委員会主催で開催し、ガバ
ナー月信に掲載する予定ですので、これらを参考に
していただき、より一層のご発展のうえ、この地位
を不動のものとしていっていただきたいと思います。
ガバナーとして、先ず、昨年の主要地区行事へ
の分区としての取り組みについて、幾つかお礼を申
し上げます。先ず、10 月 14 日、15 日の WFF です。
二日目は雨に降られましたが、遠路でありながらも
多くの皆さんにお出かけいただいたこと、また公告
協賛にも多数のご協力をいただけましたことを感謝
いたします。次に 11 月 18・19 日に開催しました
地区大会への登録・ご参加についても大勢お出か
けいただき感謝申し上げます。
次にお願いですが、今後は、植樹事業へのご協力、
そして地区大会の席上愛知県と結びました防災協定
に対しての勉強と取り組みも地区社会奉仕委員会・
危機管理委員会の指導のもとで進めて参りますので、
よろしくお願いいたします。
本年度のイアン・H.S. ライズリー会長の、テーマ

加藤

定伸

「ロータリー：変化をもたらす」のもと、私どもの
地区方針は「今日からのロータリーを楽しもう！」と
いたしておりますが、これは個々のロータリアンは向
上意欲を持ち日々研鑽に励む人であり、その集合
体であるクラブもより高いロータリーブランドの追求
を目指してほしいし、その追求が会員の皆さんの楽
しみとしなければクラブの維持発展ができないとの
心です。みなさんもロータリーを楽しんで頂いている
でしょうか？
本 IM では、株式会社 リバティ情報研究所 代
表取締役の宇野正美さんにお願いして「世界のタ
ブー、ユダヤ問題を解くー世界経済と日本の行方
に何が起きるかー」という講演をしていただきます。
きっと皆様の今後の変化のためのいい情報提供に
なることでしょう。
本 IM が西三河分区の今後の奉仕活動に役立
ち、奉仕を通じて人々の人生に変化をもたらすこと
ができるよう心から願って、
（ガバナーの）挨拶とさ
せていただきます。
本日は誠におめでとうございます。
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次年度ガバナー補佐 挨拶
三河安城 RC

寺部

次年度、西三河分区のガバナー補佐を拝命いた
しました、三河安城ロータリークラブの寺部保美と申
します。よろしくお願いいたします。
2018 ～ 2019 年度の国際ロータリー会長 バ
リー・ラシン氏のテーマは、
「Be the Inspiration」
日本語訳は「インスピレーションになろう。
」です。
これを受けて次年度 2760 地区ガバナーの村井
總一郎氏の地区活動方針は、
「あなたの街でロー
タリーを！ あなたの街からロータリーを！」副題は、
「ロータリーの奉仕の理念を学び、奉仕の実践をし
よう」です。

保美

次年度西三河分区において、ガバナーの地区活
動方針に基づき ロータリー活動を、広く・社会に、
発信していきましょう。
詳細については、ガバナー公式訪問、ガバナー補
佐訪問等でご説明いたします。
西三河分区各クラブの活動が一層積極的に展開
することを、心からご期待申しあげます。
次年度のインターシティーミーティングは三河安城
ロータリークラブがホストを務めさせていただきます。
素晴らしい講師をお招きし、皆様に喜んでいただ
ける企画をご準備いたします。皆様のご協力をよろし
くお願いいたします。
最後に、本年の大高ガバナー補佐のご活躍に心
から敬意を表しますとともに、今後も変わらぬご指導・
ご鞭撻をお願いし、ご挨拶とさせていただきます。

次年度ホストクラブ会長 挨拶
三河安城 RC 会長エレクト

古居

西三河分区の末っ子クラブの三河安城でございま
す。会長エレクトの古居一雄と申します。
本日は、西尾 KIRARARC 様がホストを大変立派
につとめられておられます。敬意を表しますとともに、
私共も今日一日勉強させていただきます。
さて当クラブは、来年度創立 20 周年を迎えさせ
て頂きます。人間で言えば成人式を迎えるわけでご
ざいます。諸先輩クラブ様に比べれば、まだまだ若
いクラブでございます。そうした記念の年に、IM をホ
ストさせていただく事になり、大変名誉なことであり、
光栄に存じます。

一雄

毎年恒例のガバナー補佐杯親睦ゴルフ大会は、
2018 年 11 月 23 日（金）に葵 CC にて開催させ
ていただきます。竹内裕恭ガバナー補佐杯実行委員
長を中心に準備させて頂いております。ご期待くださ
い。
そして IM ですが、2019 年 2 月 16 日（土）に同
じ会場のグランドティアラ安城にて開催する予定でご
ざいます。こちらは、富田清治 IM 実行委員長を中
心に準備させて頂いております。どうぞご期待くださ
い。
最後に、三河安城クラブ全員で知恵をしぼり、汗
をかき、三河安城らしい IM を開催する予定でござ
います。西三河分区の多くの会員の皆様のご出席を、
心よりお願い申し上げます。
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受付風景

ロータリアンをお迎えする会場玄関前の噴水

第一部

来賓受付に用意された胸リボン

式典

3 人のミュージシャンの演奏によるオープニング

点鐘をする大髙ガバナー補佐

酒井会長歓迎のご挨拶

開会を宣言する
磯貝 IM 実行委員長

各クラブ会長テーブル

加藤定伸地区幹事のご紹介
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小西忠昭地区副幹事のご紹介

2017〜2018年度

中村市長ご挨拶

西三河分区

加藤地区幹事ご挨拶

Intercity Meeting

米山奨学生(左)と青少年交換学生(右)のお２人

会場内式典風景

会場内会長紹介

福を呼び熊手でバトンタッチ

次年度講師は櫻井よしこさんです

次年度ホストクラブ三河安城 RC のプレゼン
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「世界のタブー、ユダヤ問題を解く
ー世界経済と日本の行方に何が起きるかー」
株式会社

リバティ情報研究所

代表取締役
プロフィール

昭和39 年、大阪府立大学経済学部卒業。
昭和50 年に中東問題研究センター、平成元年に
㈱リバティ情報研究所を大阪市中央区に設立。
アメリカ、カナダ、イギリス、フランス、ドイツ等の13 経済
研究所とネットワークを組み、刻々に変わる世界経済
情報を日本の各企業等に提供している。

主な著書

宇野 正美 氏

「ユダヤが解ると世界が見えてくる」
（徳間書店）
「世界戦略 悪魔の方程式」
（学習研究社）
「激突 アジア・日本VS 欧米」
（学習研究社）
「日本崩落」
（光文社）
「ユダヤと闘って世界が見えた」
（光文社） など多数。
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ユダヤの世界戦略について

熱く語る
講師の宇野正美氏

講演会
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三年未満会員のためのセミナー
パストガバナー

田中

まず参加された皆さんに、入会にはクラブの全会
員の受諾が要ることと、紹介者がいることから、選ば
れたという認識をもつことを説明。そして次に続く新
会員を推薦する必要を述べました。入会して 2 ～ 3
年で退会する人が一番多いが、その理由は入会後
にロータリーに関する十分なレクチャーや、期待した
会員同士の交流がなかったことをあげています。その
ためこのセミナーではロータリーの歴史と基本情報を
話しました。世界には約 120 万人の会員と 220 以

正規

上の国々に約 35,000 のクラブがあり、
クラブが集まっ
て世界で約 530 の地区が形成され、地区のクラブ
により推薦された地区ガバナーがリーダーとして重要
な役割をすること、地区が集まりゾーンとなり、世界
で 34 ゾーンあることを説明しました。ロータリーの目
的、使命、ビジョンを説明し、ロータリーの方向を決
定づける RI の戦略計画は、地区も各クラブも立案
する必要を説明した。戦略計画の 3 つの優先項目は
「クラブのサポートと強化」
「人道的奉仕の重点化
と増加」
「公共イメージと認知度の向上」です。それ
にはロータリアンが持っている共通の 5 つの中核的
価値観を意識して行動することを伝えました。少しで
もロータリーを理解され、クラブの会員基盤の強化に
なればと思います。
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懇親会

知事挨拶
愛知県知事

大村

本日は、国際ロータリー第 2760 地区 西三河分区
のインターシティー・ミーティングが、このように盛大
に開催されましたことを、心からお祝い申し上げます。
皆様方には、日頃から、地域に密着した幅広い社
会奉仕活動に取り組んでいただいております。西三
河分区の大髙ガバナー補佐、磯貝実行委員長、イ
ンターシティー・ミーティングのホストクラブを務められ
ました西尾 KIRARA ロータリークラブの酒井会長、そ
して関係者の全ての皆様方の御熱意と御尽力に、心
から感謝申し上げますとともに、深く敬意を表します。
碧海５市の皆様は、私の地元なので、見渡す限りよ
く知った懐かしい顔ばかりで嬉しい会だなと思ってお
ります。
今日は午後２時から式典があったようですが、午後
２時から名古屋で星野仙一さんのお別れの会がござ
いまして、発起人の一人としてしばらく立礼でお礼を
申し上げる立場でございまして、懇親会からの出席に
なりましたことをご容赦いただければと思います。
星野さんには昨日、愛知県県民栄誉賞を贈らせて
いただきました。間に合わせるように一生懸命作った
わけなんですけれども、それを献花台の前に飾って、
遺影に参るということでございました。また、３月３日
にはナゴヤドームでの追悼試合があります。
また、最近は明るいニュースがあります。オリンピッ
クで羽生結弦さんの金メダルと合わせて、愛知・名
古屋の宇野昌磨さんが銀メダルをとって１、２フィニッ
シュ。合わせて将棋の藤井聡太四段・五段・六段
が、全棋士参加の棋戦で優勝した史上最年少の記
録を打ちたてたと。
瀬戸の地元では、
藤井さんはスター
でうちの藤井君はというんですが、私いつも言うのが、
いやいや藤井さんのおやっさんは刈谷の出身なので、
あの藤井さんは刈谷だからねと、いつもむきになって
しまうんです。若い人が活躍することは大変ありがた
いことだと思います。

秀章

様

そんな愛知を皆さんと一緒に盛り上げていきたいと
思いますが、この西三河は、愛知の稼ぎ頭、愛知県
の製造品出荷額等は約 46 兆円ありますが、半分強
が西三河ということでございます。この地域が頑張っ
ていただくことで、愛知が大いに盛り上がっていくと思
います。
先日、新年度予算を発表いたしました。全部で約
４兆円の予算でありますが、自動車産業の研究開発
施設用地として造成を進めている豊田・岡崎地区の
中工区の造成が完了し、日本で初めてのアップダウ
ンのある曲がりくねったカントリー路が完成し、２月 19
日にトヨタ自動車に引き渡しました。引き続き、造成
工事を実施してまいります。
さらに、企業団地を造って、企業立地を推進して
いきたいということで、新年度は安城の榎前の土地を
14 万平米買いましたので、これについても、しっかり
やっていきます。
こういった話を盛り上げていって、皆さんと一緒に
愛知県、西三河を元気にしていきたいと思います。
どうか 2018 年も皆さんとともに素晴らしい年にした
いと思います。そして皆さんが笑顔で健康で楽しく元
気にご活躍いただきますようにご祈念申し上げて、お
祝いのご挨拶といたします。おめでとうございました。
ありがとうございます。
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なごやかで温かい交流の輪が広がりました。
乾杯の音頭 を と る
田中パスト ガ バ ナ ー

お祝いに駆 け つ け て く れ た
大村知事
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終宴は恒例の手に手とってのフィナーレです。

次年度 IM よろしく
お願い申し上げます

皆様ありがとうございました。

お礼の言葉
IM 実行委員長

磯貝総一郎

大村愛知県知事、中村西尾市長、加藤地区幹事、
特別出席者の皆様、ご出席ありがとうございました。
また、西三河分区各クラブの皆さんの全員登録と多
数のご参加本当にありがとうございました。今回の IM
は、神野重行ガバナーの地区方針「今日からのロータ
リーを楽しもう!」と「入会 3 年未満の会員のための
セミナー」の開催の要望に沿う形で執り行いました。
まず、会員の高齢化の現状を考慮し、着座でゆっ
くりと食事をしながら歓談できる場所として、ホテルグ
ランドティアラ安城を会場に選びました。また、企画進
行はシンプルかつアナログで、昭和のにおいを感じる
オーソドックスな形式に徹しました。オープニングと懇親
会では、一流の音楽に接してもらおうと、日本を代表

するブルースハープ（ハーモニカ）奏者の松田幸一さん、
ギターの古橋一晃さん、ピアノの宇土俊秀さんの演奏
を楽しんでいただきました。講演には敢えてロータリー
らしくない宇野正美氏をお願いしましたが、話は想像
以上にインパクトがあり、賛否両論物議を醸すものとな
りました。しかし、多様な考え方、ものの見方があるこ
とを、改めて認識する機会となったと思います。
次に、今回初めて行った「入会 3 年未満の会員
のためのセミナー」は、式典と懇親会の間の時間を
利用して企画しましたが、田中正規パストガバナーを
講師に、約 50 名の参加者にロータリーの基本的な事
柄についてレクチャーすることができました。しっかりと
準備をしていただいた田中パストガバナーと熱心に聴
講していただいた若手会員の皆様に感謝いたします。
最後になりますが、三河安城ロータリークラブが主
催する次年度の IM での再会を祈念し、また、この
IM に関わったすべての皆様に感謝したいと思います。
ありがとうございました。
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御来賓
大村 秀章 様

愛知県知事

西尾市長

中村

健様

◆特別出席者
RI 第 2760 地区 パストガバナー
田中正規（西尾 RC）

RI 第 2760 地区 地区副幹事
小西忠昭（名古屋名駅 RC）

RI 第 2760 地区 地区幹事
加藤定伸（名古屋名駅 RC）

西三河分区次年度ガバナー補佐
寺部保美（三河安城 RC）

RI 第 2760 地区 元地区幹事
内藤耕造（刈谷 RC）

次年度ホストクラブ会長
古居一雄（三河安城 RC）

RI 第 2760 地区 元地区幹事
榊原勝俊（西尾 RC）

西三河分区次年度分区幹事
杉山敏幸（三河安城 RC）

◆米山奨学生
アディリジャン

ア リ ム

阿地力江 阿里木

( 西尾 RC ／中国 )

◆青少年交換学生
ロ ー ウ ェ ン ジェームス マ コ ー ル

ス テ フ ァ ン ソ ン

Rowan James McColl STEPHENSON
サ ム エ ル

ギャレット タヴァーナー

Samuel Garrett Taverner

参加者数

( 刈谷 RC ／カナダ )

( 高浜 RC ／ USA)

IM 収支決算書
収入の部

クラブ名

会長名

会員数

刈

谷

吉原

孝彦

96 名

安

城

福田

雅美

56 名

西

尾

柴田

高広

77 名

碧

南

木村

徳雄

68 名

西尾一色

早川比呂太

28 名

高

浜

杉浦

浩一

34 名

知

立

福岡

宏則

58 名

三河安城

大見

育太

65 名

西尾 KIRARA 酒井

進

54 名

合

計

536 名

項目

登録料

金額

備考

刈谷（96 名）

960,000
安城（56 名）

560,000
西尾（77 名）

770,000
碧南（68 名）

680,000
西尾一色（28 名）

280,000
5,380,000
高浜（34 名）

340,000
知立（58 名）

580,000
三河安城（65 名）

650,000
西尾 KIRARA（54 名）
 540,000
ガバナー事務所関係 2 名 20,000

地区活動助成金 200,000
合 計
5,580,000
支出の部
金額
項目
式典・講演 1,474,505
懇親
3,533,755
総務・記録
571,740
合 計
5,580,000
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会場設営・講演料等
懇親会・友愛の広場等
記録・写真・消耗品等
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組織表
2017〜2018年度 第2760地区

西三河分区IM実行委員会組織表
分区
ガバナー補佐
大髙 敏睦
分区幹事
鈴木 善和
クラブ
会長
酒井
幹事
高須

進

総務部会
部会長
杉浦 義利

光

ＩＭ実行委員会
委員長
磯貝総一郎
副委員長
伊藤 則男
会計
吉﨑 和浩
総務部会長
杉浦 義利
式典部会長
鈴木 正司
懇親部会長
秋山 正純
事務局
鈴木美知代

総務

伊藤則男
酒井 進

秋山正純 大髙敏睦 鈴木善和
高須 光 鈴木事務局

受付
案内

後藤利之
犬塚万弘

鈴木善和
新海雄二

大山勝男
高須 匀

記録
記念誌

太髙純治

杉浦正昭

三浦隆司

来賓
接待

鈴木正司
三浦隆司

伊藤則男
久恒治人

岩瀬清彦 大須賀慶一
加納 隆

三年未満
セミナー

杉田愛次郎 中根勝美
米津長治

岡田義雄 堀田義之

駐車
交通

鈴木昭夫
山本裕充
榊原 弘
西冨拓也
太田五九郎

丸目藤二
澤村彰佑

映像
企画

杉浦正昭

太髙純治

会場

小林

豊

榊原利夫

司会
進行

鈴木正司

秋山正純

高須

会場

野口要二
大髙敏睦

伊藤則男
鈴木善和

秋山正純

磯貝総一郎

友愛の
広場

杉浦義利
辻村義之

岩瀬

二宮誠二

山本俊明

司会
進行

鈴木正司

秋山正純

ソング
リーダー

野口要二

小林

映像・企画部会
部会長
杉浦 正昭

鈴木経男

栁本大輔
吉﨑和浩

式典部会
部会長
鈴木 正司

懇親部会
部会長
秋山 正純
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