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平成 28 年度（2015 年 10 月から 2016 年 9 月まで） 

回数 日付 講師 演題 

2277 10月 2日 
愛知県立芸術大学  
教授 井上 さつき 

名古屋の生んだヴァイオリン王、鈴木政吉 

2278 10月 9日 
（株）ボンタイン珈琲本社  
代表取締役社長 加藤 慶人 

おいしいコーヒーを探して 

2279 10月 16日 
藤田保健衛生大学   
名誉教授 野村 隆英 

教養人のための薬理学 

2280 10月 23日 俳優 天野 鎮雄 私が強く願うこと ―演劇人を育てる― 

2281 10月 30日 大同大学 学長 澤岡 昭 2030年 火星の旅 

2282 11月 6日 平成 28年度第 1回通常総会 

2283 11月 13日 
愛知県警 生活安全部 総務課 地域安
全対策係 警部 平山 昇 

県内における特殊詐欺の現状と対策について 

2284 11月 20日 徳川美術館 学芸部長 四辻 秀紀 源物語絵巻 千年の時空を超えて 

2285 11月 27日 
愛知大学 文学部  
教授 武田 圭太 

外れ値の影響力 －海外・帰国子女の潜在
性への期待－ 

2286 12月 4日 五尺坊 申志（谷 伸司） 落語「ふぐ鍋」「鹿政談」 

2287 12月 11日 
名古屋市教育委員会 
生涯学習課 猿渡 晴祥 

なごや学マイスター制度による地域の活性化 

2288 1月 15日 新年会員懇談会 ―夜間― 

2289 1月 22日 
（株）日建設計 執行役員  
名古屋代表 西村 浩 

狛犬ウォッチ 

2290 1月 29日 
東海ラジオ放送（株）  
アナウンサー 青山 紀子 

ラジオの裏側～伝える工夫～ 

2291 2月 5日 
ウイ！エルダーマン 代表  
コピーライター・プランナー  
上鵜瀬 孝志 

伝えても、伝わらないコミニュケーション。
なぜ？ 

2292 2月 12日 
名古屋大学大学院 環境学研究科 
特任准教授 杉山 範子 

地球温暖化にどう挑むか 

2293 2月 19日 

元 全日本剣道選手権者 
教士 八段 東 一良 
名古屋市剣道連盟  
理事長 尾野 博之 

我、この道を生かす 

2294 2月 26日 
（特非） 日本ホスピタル・クラウン
協会 理事長 大棟 耕介 

ホスピタル・クラウンの現場から 

2295 3月 4日 
三五コ－ポレ－ション（株）   
森づくり事務局長 後藤幸雄 

企業緑地としての森づくり 

2296 3月 11日 
日本陶磁器産業振興協会  
会長 山田 陽一 

「日本の器 日本の食卓」 
～ミラノ万博出展の成果について～ 

2297 3月 18日 
カトリック南山教会 助任司祭  
デュマスマーティン アクエテー 

驚愕のアフリカ 
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2298 3月 25日 

芦屋キワニスクラブ元会長  
日本地区青少年教育委員長  
多田 玲子（会員） 
関西大学 2年（サークル K会員） 
南 ふうこ 
関西大学 2年（サークル K会員） 
北山 詩織 

サークル K芦屋のグローカルな歩み 

2299 4月 1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 (その六) 

2300 4月 8日 
（特非）愛実の会 理事長 
日本キリスト教団 牧師 島 しづ子 

価値観の違う人と共に生きる知恵 

2301 4月 15日 
（有）アーキテクト・スタイル  
代表取締役 柴田 達志 

建築で楽しくなる 

2302 4月 22日 名古屋市 住宅都市局長 黒田 昌義 リニア時代の名古屋のまちづくり 

2303 5月 13日 平成 28年度第 2回通常総会 

2304 5月 20日 
（株）アイエスシイ  
代表取締役 森 富雄 

地震とため池 －愛知県の現状－ 

2305 5月 27日 
マーケティングアイズ（株）  
代表取締役 理央 周 

マーケティングと私 

2306 6月 3日 愛知県環境部 部長 菅沼 綾子 愛知県環境基本計画等について 

2307 6月 10日 
日本高速道路インターナショナル（株）   
代表取締役社長 黒田 孝次 

世界一キレイなトイレを目指して 
～トイレ清掃から経営が見える～ 

2308 6月 17日 名古屋大学 名誉教授 小島 勢二 名古屋小児がん基金がめざすところ 

2309 6月 24日 
東邦ガス（株）  
専務執行役員 宮崎 修二（会員） 

知ったかぶりのシンガポール 

2310 7月 1日 
猪村工業（株）  
6代目代表取締役社長 猪村 淡 

自分の宿命を再確認 成功の黄金律 

2311 7月 8日 
中日本高速道路（株）  
代表取締役社長 CEO 宮池 克人 

高速道路のリニューアル 

2312 7月 15日 名古屋音楽大学 学長 佐藤 恵子 演奏家として、教育者として 

2313 7月 22日 
H＆Pコンサルタンツ  
代表 平井 充 

不況はなぜ起こるか？どう脱出するか？
（商業施設状況を元に） 

2314 7月 29日 第 47回社会公益賞・第 42回キワニス文庫贈呈式 

2315 8月 5日 愛知県副知事 堀井 奈津子 愛知の未来へ 

2316 8月 19日 
（特非）パートナーシップサポートセ
ンター 
代表理事 岸田 眞代 

企業が NPOと協働する？ 

2317 8月 26日 
愛知大学 経営学部  
准教授 本田 毅  

経営学学び 

2318 9月 2日 創立 50周年記念式典 会場：名古屋マリオットアソシアホテル 



□例会の記録 

3 

 

回数 日付 講師 演題 

2319 9月 16日 会員懇談会（精勤賞表彰式） 

2320 9月 23日 
認定 NPO法人かものはしプロジェクト 
広報・ファンドレイジング担当  
草薙 直基 

子どもが売られない世界をつくる 

2321 9月 30日 平成 28年度第 3回通常総会 

 


