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平成 24 年度（2011 年 10 月から 2012 年 9 月まで） 

回数 日付 講師 演題 

2103 10月 7日 
名古屋テレビ塔（株）  
代表取締役社長 大沢 和宏 

アナログテレビジョン放送の残したもの 

2104 10月 14日 
愛知学院大学 教授 
日本口唇口蓋裂協会 常務理事 
夏目 長門 

Serving the children with Cleft Lip 
and /or Plate  
-口唇口蓋裂症の子どもたちのために- 

2105 10月 21日 
公認会計士伊藤宗太郎事務所  
公認会計士伊藤 宗太郎（会員） 

名古屋碁盤割り こぼれ話し(そのニ) 

2106 10月 28日 
新神戸電機（株）営業本部 電池機
器営業統括部 副統括部長  
神谷 孝信 

この指とまれ 
―昆虫達との触れ合い写真の世界― 

2107 11月 4日 平成 24 年度 第 1回通常総会 

2108 11月 11日 
（特非）子どもセンターパオ 
理事 弁護士 高橋 直紹 

子どもセンターパオ …その後… 

2109 11月 18日 
経済産業省  
中部経済産業局長 紀村 英俊 

中部地域八ヶ岳構造創出戦略の推進 

2110 11月 25日 
古川美術館  
主任学芸員 鈴木綾子 

名古屋ゆかりの洋画家－鬼頭鍋三郎・杉本
健吉・田村能里子－ 

2111 12月 2日 
（株） 北見式賃金研究所  
所長 北見 昌朗 

古地図を手に明治の名古屋を語る 

2112 12月 16日 
（特非）あいち骨髄バンクを支援す
る会  
理事兼事務局長 水谷久美  

笑顔と出会えることを願って・・・ 

2113 1月 13日 新年会員懇談会 ―夜間― 

2114 1月 20日 
NHK名古屋放送局  
チーフアナウンサー 内多 勝康 

伝わる瞬間 

2115 1月 27日 
（公財）パナソニック教育財団 
常務理事 下田 昌嗣 

こころを育む総合フォーラムについて－
今、子どもたちの心を育むとは－ 

2116 2月 3日 
総務省東海総合通信局  
局長 安藤 友裕 

地上放送デジタル化の意義と政策展開 

2117 2月 10日 
三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング
（株） エコノミスト  
内田 俊宏 

2012年の経済展望 

2118 2月 17日 
公認会計士伊藤宗太郎事務所 公認
会計士 伊藤 宗太郎（会員） 

名古屋碁盤割り こぼれ話し(その三) 

2119 2月 24日 
名城大学人間学部  
教授 水尾 衣里 

フィルムコミッションと地域活性化 

2120 3月 2日 
国土交通省  
中部運輸局長 甲斐 正彰 

中部圏の観光の推進について -昇龍道プロジ
ェクトによる中華圏からの誘客促進- 

2121 3月 9日 
（株） 中日ドラゴンズ 取締役 球
団代表兼連盟担当 佐藤 良平 

今年のドラゴンズ 

2122 3月 16日 
奈良国立博物館学芸部長  
西山 厚 

大仏さまと子どもたち 

2123 3月 23日 
国際キワニス日本地区 ガバナー 
齋藤 蓊（会員） 

キワニスの絆 

2124 3月 30日 大同大学 学長 澤岡 昭 宇宙飛行士裏ばなし 
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回数 日付 講師 演題 

2125 4月 6日 
愛知淑徳大学 ビジネス学部  
教授 真田 幸光 

混沌の世界の中で如何に生きるか 

2126 4月 13日 村田茉莉花さん、足立真由さん 
「未来の担う天才ジュニアのコンサート」 
村田茉莉花（ヴィオリン、ピアノ）  
足立真由（ピアノ） 

2127 4月 20日 
愛知県  
前農林水産部長 小出 茂樹 

愛知県における農林水産業の 現状と課題 

2128 5月 11日 
（特非）子育て支援の NPOまめっこ  
代表理事 丸山 政子 

子どもの笑顔でまちが変わる 

2129 5月 18日 
中川運河キャナルアート 実行委員会
委員長代行 松林 正之 

JAPICと中川運河キャナルアート 

2130 5月 25日 平成 24 年度第 2回通常総会 

2131 6月 1日 写真家 今尾 映子 海からのメッセージ 

2132 6月 8日 
（福）相和福祉会 風の色 
施設長 都築 昭彦  

新たな養護を目指して 

2133 6月 15日 
京都橘女子大学  
名誉教授 猪熊 兼勝 

祇園祭のころ 

2134 6月 22日 第 43回社会公益賞・第 38回キワニス文庫贈呈式 

2135 6月 29日 
名古屋第二赤十字病院総合内科  
副部長 横江 正道 

破傷風 ― MNT の撲滅を目指すキワニスク
ラブの活動の上で ― 

2136 7月 6日 
（株）東海メディカルプロダクツ  
代表取締役社長 筒井 宣政 

先端医療機器開発に翔ける情熱 
～一人でも多くの生命を救いたい～ 

2137 7月 13日 占術研究家 マギー 手相でわかる病気のサイン 

2138 7月 20日 
東海旅客鉄道（株）リニア・鉄道館 
館長 金子 利治  

五感で楽しむリニア・鉄道館 

2139 7月 27日 前知事 神田 真秋 麗水万博を訪れて 

2140 8月 3日 
岐阜大学大学院 医学系研究科  
救急・災害医学分野  
教授 小倉 真治 

ドクターヘリの現在そして未来 

2141 8月 10日 
名古屋工業大学大学院 工学研究科  
教授 鷲見 克典 

日常生活の意外な心理学 

2142 8月 24日 
国際キワニス日本地区  
ガバナー 齋藤 蓊（会員） 

ニューオリンズ大会の話題 

2143 8月 31日 五尺坊 申志（谷 伸司） 
笑いは心の薬 
落語「看板の一（ぴん）」、「天狗裁き」 

2144 9月 14日 チャーターナイト記念特別例会 

2145 9月 21日 
国立長寿医療研究センター  
内科総合診療部長 遠藤 英俊 

健康長寿について 

2146 9月 28日 平成 24 年度第 3回通常総会 

 


