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平成 21 年度（2008 年 10 月から 2009 年 9 月まで） 

回数 日付 講師 演題 

1974 10月 3日 

（株）インディペンデンス 代表取締
役社長 日本車椅子バスケットボール
連盟 普及部 全国ジュニア選抜車椅
子バスケットボール大会 In 愛知組織
委員会 事務局長 近藤 洋介 

車椅子バスケットボールからもらった勇気
と私の決意 

1975 10月 10日 千種高校 教諭 大宮 秀樹 千種高校のＭＵＮ（模擬国連） 

1976 10月 17日 
名古屋大学 名誉教授 名古屋大学医
学部 特任教授 伊藤 勝基 

ヤングリーダーズプログラム（医療行政修
士大学院コース）について  

1977 10月 24日 
愛知教育大学 理科教育講座  
地学領域 特別教授 大和田 道雄 

地球温暖化に伴う地域気象への影響 

1978 10月 31日 
親和会（名古屋市の里親会） 
理事 住田 かおり 

名古屋市における里親の現状と課題 

1979 11月 7日 平成 21年度年次総会 

1980 11月 14日 持ち出し例会 海陽学園と蒲郡プリンス 

1981 11月 21日 
星光ビル管理（株） 星光ビルサービ
ス（株） 常務取締役  
金原 寿雄（会員） 

私とホノルルマラソンン 

1982 11月 28日 
国際キワニス日本地区 ガバナー  
大堀 太千男 

日本地区ガバナー公式訪問  
キワニスの明日のために 

1983 12月 5日 
（株）テクノトレイン  
代表取締役 中山 惠介  

新型インフルエンザの襲来について 

1984 1月 16日 新年会員懇談会 ―夜間― 

1985 1月 23日 
（福） 日本介助犬協会  
常任理事・事務局長 医学博士  
高柳 友子 

介助犬とは 

1986 1月 30日 
愛知県公立大学法人理事長  
清水 哲太 

芸術文化を育てる 

1987 2月 6日 
名古屋高速道路公社 
副理事長 馬場 直俊 

道づくりと引っ越し人生 

1988 2月 13日 
旧国鉄トンネル群保存再生委員会 事
務局長 村上 真善 

埋もれた産業遺産のトンネル復活にかける 

1989 2月 20日 
東海旅客鉄道（株）取締役東海道新幹
線 21世紀対策本部長 増田 幸宏 

リニアによる中央新幹線の推進について 

1990 2月 27日 
名古屋大学医学部付属病院 小児科 
チャイルドライフスペシャリスト 
佐々木 美和 

キワニスドールと CLS 
-子どもの視点にたった医療とは- 

1991 3月 6日 
（株）中日ドラゴンズ  
代表取締役社長 西川 順之助（会員） 

今年の中日ドラゴンズ 

1992 3月 13日 マリンバ演奏家 川崎 あき子 

おもちゃの兵隊の行進 イエッセル/ 
ハンガリー舞曲集より１番 ブラームス/日本
の歌を集めて 鈴木幸太郎 編 早春賦 浜辺
の歌 水色のワルツ 通りゃんせ 

1993 3月 27日 陶芸家 加藤 幸兵衛 盃と酒道 
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1994 4月 3日 漫画家 八幡 太郎 漫画人生あれこれ 

1995 4月 10日 愛知県警察本部長 神山 憲一 愛知県の交通事故の現状と対策 

1996 4月 17日 会員懇談会 

1997 4月 24日 
名古屋セントラル病院  
齋藤 英彦（会員） 

再生医療について 

1998 5月 8日 
NHK名古屋放送局 技術部長  
小林 和正 

地上波テレビ放送のデジタル化 

1999 5月 15日 
名古屋ボストン美術館  
学芸課長 井口 智子 

ゴーギャン展の世界 

2000 5月 22日 

第 2000回記念例会 
（独）宇宙航空研究開発機構 名誉教授
（特非）「子ども・宇宙・未来の会」
会長 的川 泰宣 

宇宙と私たち 

2001 5月 29日 声楽家 水谷 映美 

「バラ色の人生」曲目：てんとう虫（シャ
ンソン）、この道（日本歌曲）、オペラフィ
ガロの結婚より「恋とはどんなものかし
ら」（オペラ）他 

2002 6月 5日 臨時総会 

2003 6月 12日 
名古屋市総務局  
理事 堀場 和夫 

名古屋開府 400年と名古屋のまちづくり 

2004 6月 19日 第 40回社会公益賞・第 35回キワニス文庫贈呈式 

2005 6月 26日 
中部経済産業局  
局長 長尾 尚人 

最近の経済情勢  

2006 7月 3日 
名古屋大学農学部  
教授 前島 正義 

細胞の境界膜ではたらく分子たち  

2007 7月 10日 公認会計士 伊藤 宗太郎（会員） ダヴィンチコードと貸借対照表 

2008 7月 17日 空手家 若井 敦子 スポーツから学ぶもの 

2009 7月 24日 
―夜間例会― 
大鼓奏者 大倉 正之助 

日本の調べ、鼓に触れよう  

2010 7月 31日 
（株）エヌアイエス  
代表取締役 丸山茂樹 

当地域の国際化の光と影 

2011 8月 7日 
生物多様性条約第 10回締約国会議 
支援実行委員会  
事務局長 小林 寛司 

生物多様性条約第 10回締約国会議
（COP10）あいち・なごや 開催計画 

2012 8月 21日 
五尺坊 申志 
（中電興業 谷 伸司） 

笑いは心の薬 ―落語「寿命」― 

2013 8月 28日 
三重テレビ放送 名古屋支社  
営業部長 伴 剛一 

私が歌う理由（わけ） 

2014 9月 4日 第 43回チャーターナイト記念特別例会 

2015 9月 18日 
日本銀行 
名古屋支店長 前田 純一 

最近の金融経済情勢について  

2016 9月 25日 臨時総会 


