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平成 25 年度（2012 年 10 月から 2013 年 9 月まで） 

回数 日付 講師 演題 

2147 10月 5日 
（特非）あっとわん  
代表理事 河野 弓子 

子育て支援はまちづくり 

2148 10月 12日 獣医師 三ッ木 修 蓄音機の世界 

2149 10月 19日 金属造形研究会 代表 鬼頭 正信 ものつくりはこころつくり 

2150 10月 26日 
愛知教育大学名誉教授 環境気象学 
大和田 道雄 

最近の異常降雨 

2151 11月 2日 平成 25年度第 1回通常総会 

2152 11月 9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(その四) 

2153 11月 16日 
国際キワニス日本地区  
ガバナー 北里 光司郎 

日本地区ガバナー公式訪問 
楽しく、感動を共有できるキワニスを目指
して 
- これからの成長戦略、事業戦略、社会戦
略を語る- 

2154 11月 30日 
スギホールディングス（株）  
代表取締役副社長 杉浦 昭子 

かかりつけ薬局への歩みと挑戦 

2155 12月 7日 
ナゴヤファッション協会  
事務局長 馬場 巌 

ファッションを通じて 

2156 1月 11日 新年会員懇談 

2157 1月 18日 
航空自衛隊 小牧基地 第 1輸送航
空隊司令部 援護業務室長  
一等空佐 森末 浩史 

素顔の自衛官 

2158 1月 25日 
（独）都市再生機構  
中部支社長 岡本 広明 

UR都市機構による都市再生 

2159 2月 1日 
東海東京証券（株）  
代表取締役会長 最高経営責任者  
石田 建昭（会員） 

ユーロ危機の深層 

2160 2月 8日 三重県書道連盟 参与 谷 泉石 筆文字看板ものがたり 

2161 2月 15日 
自衛隊 愛知地方協力本部長  
一等陸佐 田渕 忠史 

南西の第一線部隊 第 6高射特科群の概要 

2162 2月 22日 華道石田流 家元 石田 秀翠 花あれこれ 

2163 3月 1日 
NPO法人 かものはしプロジェクト  
共同代表 村田 早耶香 

カンボジアの子ども達の笑顔のために 

2164 3月 15日 
中日興業（株）  
代表取締役社長 服部 徹 

映画の過去・現在・未来 

2165 3月 22日 
名古屋城総合事務所  
所長 佐藤 正幸 

本丸御殿・これまでの歩みとめざすもの 

2166 3月 29日 
（株）名古屋画廊  
代表取締役 中山 真一 

杉本健吉先生のこと 

2167 4月 5日 
あいち・子ども NPOセンター  
代表理事 小木 美代子 

あいち・子ども NPOセンターのあゆみと次
期への課題 
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2168 4月 12日 
トヨタホーム（株）  
代表取締役社長 森岡 仙太 

日本の住まいを考える―なぜ今スマートハ
ウスを目指すのか― 

2169 4月 19日 
写真家・日本写真家協会会員 
名古屋ビジュアルアーツ講師 木村 一成   
図書出版 歴遊舎 代表 岩月 正直 

レンズが見た名古屋の叙情 

2170 5月 10日 
（公財）名古屋みなと振興財団名古
屋港水族館 常務理事  
館長 祖一 誠 

名古屋初！シャチの赤ちゃん誕生 

2171 5月 17日 
（有）春香堂  
代表取締役 小川 薫 

香道の薫り 

2172 5月 24日 
（公財）名古屋観光コンベンション
ビューロー 観光部事業戦略グルー
プ長 北折 真人 

名古屋の観光事情 

2173 5月 31日 平成 25年度第 2回通常総会 

2174 6月 7日 会員懇談会 

2175 6月 14日 
ラデッキ（株）  
代表取締役社長 佐藤徳昭 

ゆるキャラ「やなな」が駆け抜けた 5年間 

2176 6月 21日 第 44回社会公益賞・第 39回キワニス文庫贈呈式 

2177 6月 28日 
名古屋市幼児教育研究協議会 会長 
（学）名古屋旭学園  
理事長 國府谷 俊盛 

現代の幼児教育の課題 

2178 7月 5日 ヴァイオリニスト 石田 なをみ ヴァイオリン演奏 

2179 7月 12日 
元札幌高等裁判所長官・前公害等調
整委員長 大内 捷司（会員） 

裁判官の仕事と生活 

2180 7月 19日 邦和スポーツランド 鈴木 明子 スケーターとして 

2181 7月 26日 
元アフガニスタン日本大使館  
一等書記官・医師 田渕 俊次 

アフガニスタンにおける日本の軍民協力の
試み 

2182 8月 2日 
タカラバイオ（株）  
代表取締役社長 仲尾 功一 

タカラバイオの事業戦略 

2183 8月 9日 
インテリアデザイナー・コーディネ
ーター 松本 佳津 

名古屋の女子力 -エイジングインテリア
について- 

2184 8月 23日 
（特非）日本室内楽アカデミー 
理事長 佐々木 伃利子（会員） 

音楽の楽しみ方 

2185 8月 30日 
（株）阿竹研究所 代表取締役  
大学講師 阿竹 克人 

飛行船のこと 

2186 9月 13日 第 46回チャーターナイト記念特別例会 

2187 9月 20日 
東邦ガス（株）常務執行役員  
宮崎 修二（会員） 

身近なリスク管理について 

2188 9月 27日 平成 25年度第 3回通常総会 

 


