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平成 27 年度（2014 年 10 月から 2015 年 9 月まで） 

回数 日付 講師 演題 

2232 10月 3日 
（一社）チャンス・チャレンジ 
代表理事 小児科医師 江崎 路子 

人生哲学を語り合おう ―子ども・若者に
最善の利益を― 

2233 10月 10日 
特許業務法人コスモス特許事務所 
弁理士 富澤 正 

本当に簡単！新商品・サービスの作り方 

2234 10月 17日 
東邦ガス（株）  
環境部長 服部 雅夫 

環境調和型社会の実現に向けた取り組み 

2235 10月 24日 
（福）デンマーク牧場福祉会 
児童養護施設 まきばの家  
施設長 松田 正幸 

児童虐待最前線からの報告 

2236 10月 31日 

東海俳句懇話会主宰 
月間「笹」主宰 俳人 俳人協会 
愛知県支部長 芭蕉顕彰 名古屋俳
句祭 会長 伊藤 敬子  

芭蕉の奥の細道 

2237 11月 7日 平成 27年度第 1回通常総会 

2238 11月 14日 
東大寺福祉療育病院  
院長 富和 清隆 

深く生きる 
～難病児と家族への支援で考えたこと～ 

2239 11月 21日 
名古屋大学大学院経済学研究科教授 
（中部からクールジャパン発信委員
会座長）佐藤 宣之 

私が「クールジャパンとしての國酒」にこ
だわる理由 

2240 11月 28日 
NPO法人ジャポニカアグリ  
代表理事 広瀬 紀子 

ベトナムと私 

2241 12月 5日 名古屋地方裁判所判事 景山 太郎 
裁判員制度の概要について 
～満足度○○％のわけ～ 

2242 1月 9日 新年会員懇談会 ―夜間―  

2243 1月 16日 
名古屋地方裁判所刑事第 4部 ロー
レンシャン・インターナショナルス
クール 校長 中村 和世 

諸外国の初等教育事情と日本の現状、今後
の課題 

2244 1月 23日 
名古屋大学 大学院法学研究科  
教授 宇田川 幸則 

中国に法治社会は到来するのか？ 

2245 1月 30日 
名城大学人間学部  
教授 水尾 衣里 

映像と街～視点をかえれば地域は宝の山～ 

2246 2月 6日 
東海旅客鉄道（株） 常務執行役員 
中央新幹線推進本部長  
宇野 護 

超伝導リニアによる中央新幹線計画 

2247 2月 13日 
（公財）名古屋観光コンベンション
ビューロー MICE専門員  
小宅 一夫 

ロボカップ世界大会の開催に向けて 

2248 2月 20日 総務委員会主催 新規約等の臨時総会上提案の事前勉強会 

2249 2月 27日 

駐日タンザニア大使館  
中部地区商業文化交流 名誉代表 
タンザニアフィリア（有） 
代表 清水 邦子 

タンザニアと日本のかけ橋として 

2250 3月 6日 
（株）大須ういろ 代表取締役社長 
村山 賢祐（会員） 

すっかり『春』ですが、『スキー』のお話 

2251 3月 13日 臨時総会 （国際標準新規約の承認について） 
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2252 3月 20日 
（特非）社会的養護の当事者推進団体 
なごやかサポートみらい  
理事長 蛯沢 光 

今度は私が見守る 
～施設で育ち、そして大学へ 

2253 3月 27日 
東邦ガス（株）常務執行役員 
宮崎 修二（会員） 

金沢そして名古屋の物語 

2254 4月 3日 
（医）福智会  
理事長 福智 寿彦（会員） 

てんかんについて－パープルデイとは？－ 

2255 4月 10日 
NPO法人 おやこでのびっこ安城 
理事長 神谷 由美子 

子どもの育ちを支えて 

2256 4月 17日 
金沢大学大学院 人間社会環境研究
科 地域創造学専攻  
准教授 香坂 玲 

生物多様性保全をめぐる課題と企業への期
待 ～日本各地の現場を歩いて～ 

2257 4月 24日 染色画家 鳥羽 美花 禅を染める 

2258 5月 8日 
（公社） スペシャルオリンピック
ス日本・愛知 理事 財務副委員長  
中村 公彦 

スペシャルオリンピックスについて 

2259 5月 15日 平成 27年度第 2回通常総会 

2260 5月 22日 
（特非）ゆずりは学園  
学園長 沓名 和子 

本音の言えない子どもたちに寄り添って 
～不登校、発達障害、ひきこもりの子ども
たち、若者の傍で～ 

2261 5月 29日 
（福）あさみどりの会  
前理事長・顧問 島﨑 春樹 

あさみどりの会とボランタリズム 

2262 6月 5日 名古屋大学特任教授 足立 守 大昔、木曽川は名古屋中心部を流れていた 

2263 6月 12日 声楽家 飯田 みち代 声の秘密 

2264 6月 19日 
（公財）中部圏社会経済研究所 
代表理事 小林 宏之 

きのこと私 

2265 6月 26日 名古屋市博物館学芸課長 鳥居 和之 秀吉が上司だったら 

2266 7月 3日 第 46回社会公益賞・第 41回キワニス文庫贈呈式 

2267 7月 10日 
（医）たかおかクリニック  
理事 医師 齊藤 八千代 

いびきと睡眠時無呼吸症候群 

2268 7月 17日 
（株）地域計画建築研究所 取締役 
中部担当 尾関 利勝（会員） 

歴史を活かした名古屋の都市再生 

2269 7月 24日 
愛知県警 交通部交通総務課 
交通事故対策室長・警視 飯田 悟 

県内の交通死亡事故の特徴と信号機等によ
る交通事故抑止対策 

2270 7月 31日 
三菱東京 UFJ銀行 貨幣資料館  
元館長 工藤 洋久 

お金アラカルト 

2271 8月 7日 愛知県 環境部長 杉浦 健二 
愛知万博から 10年の歩み 
～自然の叡智とともに～ 

2272 8月 21日 名古屋音楽大学講師 杵屋 六春 江戸の華 ～長唄の魅力～ 

2273 8月 28日 
（一社）ハニーファーム  
代表理事 船橋 康貴 

ミツバチの代弁者 
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2274 9月 11日 チャーターナイト記念特別例会 ―夜間― 

2275 9月 18日 
NPO法人 愛知視覚障害者援護促進協
議会 理事長 髙栁 泰世 

中途視覚障害者への支援活動 

2276 9月 18日 平成 27年度第 3回通常総会 

 


