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平成 29 年度（2016 年 10 月から 2017 年 9 月まで） 

回数 日付 講師 演題 

2322 10月 7日 
あいちトリエンナーレ 2016  チー
フエデュケーター 伊藤 優子 

あいちトリエンナーレ 2016について 

2323 10月 14日 講談師 旭堂鱗林 芸どころ名古屋 

2324 10月 21日 
名古屋市観光文化交流局 文化振興室 
主事 吉田 祐治 

やっとかめ文化祭について 

2325 10月 28日 
（特非）日本室内楽アカデミー 
理事長 佐々木 伃利子（会員） 

クラシック音楽界―未知なること 

2326 11月 4日 
（株）竹田嘉兵衛商店  
代表取締役社長 竹田 嘉兵衛 

有松の絞りと町なみ 

2327 11月 11日 平成 29年度第 1回通常総会 

2328 11月 18日 
（一財）ファインセラミックスセン
ター 専務理事  
七所神社 宮司 吉田 盛厚 

二題噺-最先端技術の開発と伝統文化の継
承と 

2329 11月 25日 華道石田流 家元 石田 秀翠 日本人はなぜ花を生けるのか 

2330 12月 2日 
豊田合成（株）  
取締役会長 荒島 正（会員） 

ノーベル賞授賞式に出席して 

2331 12月 9日 山田 彊一 『ニューヨーク・妖怪個展』開催を終えて 

2332 1月 13日 新年会員懇談会 ―夜間― 

2333 1月 20日 
東海旅客鉄道（株）  
元代表取締役副社長 齋藤 蓊（会員）  

シビックプライド-甦れ江戸城天守 

2334 2月 3日 
（特非）日本脊柱変形協会 
理事長 川上 紀明 

助けましょう背骨の曲がった子供達！ 
～難治性小児脊柱変形疾患克服を目指して～ 

2335 2月 10日 
国際キワニス日本地区  
ガバナー 藤原 武平太 

面白くて、ためになるキワニスクラブ 

2336 2月 17日 
（一社）日本相続学会  
会長 伊藤 久夫 

被相続人の責任 

2337 2月 24日 
（株）サガミチェーン  
代表取締役社長 鎌田 敏行 

コアコンピタンス経営とサガミの復活 

2338 3月 3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（その七） 

2339 3月 10日 名古屋市博物館 館長 伊藤 彰 
名古屋市博物館の 40年のあゆみと将来に
ついて 

2340 3月 17日 
名古屋第二赤十字病院 名誉院長 
認知症介護研究・研修大府センター 
センター長 柳 務 

最近物忘れしますか?―認知症の予防法― 

2341 3月 24日 五尺坊 申志（谷 伸司） 落語 「猫の皿」「松山鏡」 

2342 3月 31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Ⅱ 

2343 4月 7日 
名古屋大学 客員教授  
経済学博士 水谷研二 

トランプ旋風の背景 
―低下したアメリカの経済力－ 
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回数 日付 講師 演題 

2344 4月 14日 
（有） NKK  
代表取締役 デン 真 

愛知の祭 

2345 4月 21日 
名古屋音楽大学講師  
長唄・唄方 杵屋 六春 

長唄名曲案内 

2346 4月 28日 
J.フロントリテイリング（株）  
取締役兼常務執行役員  
土井 全一 

フランス国立ギメ東洋美術館  
松坂屋コレクション展について 

2347 5月 12日 平成 29年度第 2回通常総会 

2348 5月 19日 東海総合通信局長 前川 正文 ICTによる新たなチャレンジ（仮題） 

2349 5月 26日 
福西 辰子（会員）キワニスドール
を作る会メンバーの皆様 

キワニスドールを作りましょう！ 
-病気の子どもたちへのメッセージを込め
て- 

2350 6月 2日 
名古屋市科学館  
主任学芸員 毛利 勝廣 

プラネタリウムと人工衛星 60年 

2351 6月 9日 
写真家・西日本海運（株）  
顧問 小川 裕司 

違いを楽しむ 

2352 6月 16日 
名古屋市立大学 大学院  
人間文化研究科 人文社会学部  
准教授 谷口 由希子 

児童養護施設等で生活する子どもたちへの
教育支援 -名古屋市立大学ようこそ大学
へ！プロジェクト- 

2353 6月 23日 
犬山城白亭文庫  
理事長 成瀬 淳子 

犬山城と成瀬家 

2354 6月 30日 
日本政策金融公庫  
名古屋支店長 福地 誠 

女性活躍推進の取り組み 

2355 7月 7日 
NHK大相撲中継  
編集長 北出 幸一 

新横綱 稀勢の里 奇跡の逆転優勝 

2356 7月 14日 
元力士・伊勢ノ海部屋  
マネージャー 浅坂 直人 

伝統文化としての相撲 

2357 7月 21日 
トヨタ自動車（株） 環境部  
企画室 室長 山戸 昌子 

トヨタの環境取り組みについて 
 ～トヨタ環境チャレンジ 2050～ 

2358 7月 28日 第 48回社会公益賞・第 43回キワニス文庫贈呈式 

2359 8月 4日 
東和不動産（株）  
取締役社長 山口 千秋 

名駅地区再開発の状況と課題 

2360 8月 18日 
日本福祉大学 社会福祉学部 社会
福祉学科 教授 牧 真吉  

地域社会で育てる 

2361 8月 25日 
東レエンジニアリング（株） 開発
部門 専門理事 野上 義生  

次世代のテーマの見つけ方。好奇心はあり
ますか？ 

2362 9月 1日 チャーターナイト記念特別例会 

2363 9月 15日 
名古屋学院大学 現代社会学部 学
部長 教授 井澤 知旦  

都市魅力の向上と地域マネジメント 

2364 9月 22日 
（有） NKK  
代表取締役 デン 真  

行ってびっくり、ポーランド紀行 

2365 9月 29日 平成 29年度第 3回通常総会 

 


