
□例会の記録 

1 

 

平成 30 年度（2017 年 10 月から 2018 年 9 月まで） 

回数 日付 講師 演題 

2366 10月 6日 
熱田神宮 宝物館 
学芸員 内田 雅之  

熱田神宮の歴史と文化財 

2367 10月 13日 
みずほ証券（株） 執行役員 
名古屋支店長 絹川 幸恵  

みずほのダイバーシティ推進について 

2368 10月 20日 
能楽師狂言方和泉流野村派 
当主 第十四世 野村又三郎  

井の中の蛙が見た大海 

2369 10月 27日 

国立研究開発法人  
日本原子力研究開発機構  
バックエンド研究開発部門  
基盤技術研究開発部長 亀井 玄人 

高レベル放射性廃棄物の地層処分について 

2370 11月 10日 第 1回通常総会 

2371 11月 17日 
名古屋ハートセンター  
総長 外山 淳治 

式年遷宮とヒトの体 

2372 11月 24日 
（特非）もりの学舎自然学校  
代表理事 水谷 央 

こどもたちと自然 

2373 12月 1日 税理士 安井 秀樹 波平さんの相続問題 

2374 12月 8日 
音吉顕彰会 会長  
元美浜町長 齋藤 宏一  

-開国への扉を外から叩いた男-  
幕末の漂流民・音吉 

2375 1月 12日 新年会員懇談会 

2376 1月 19日 長唄 杵屋 六春  長唄で綴る四季ものがたり 

2377 1月 26日 
認定（特非）  
愛知ネット事務局長 南里 幸  

岩手・熊本の『よいとり』から学ぶ 

2378 2月 2日 
愛知教育大学  
名誉教授 大和田 道雄  

地球温暖化と異常気象 

2379 2月 9日 
いとう呉服店 別家番頭 藤倉屋勘
兵衛 四代目 伊藤 宗太郎  

名古屋碁盤割り（その八） 

2380 2月 16日 
国立長寿医療研究センター 長寿医
療研修センター長 遠藤 英俊  

認知症を予防する 

2381 2月 23日 演出家 小島紀夫  ～めぐり、つながる。ひと、コト、心…～ 

2382 3月 2日 
（公社） 日本経済研究センター 
研究主幹 泉 宣道  

2050年「世界一」目指す中国にどう向き合
うか 

2383 3月 9日 
（株）中日ドラゴンズ  
代表取締役社長 矢野 博也 会員 

今年の中日ドラゴンズ 

2384 3月 16日 
中京大学 現代社会学部  
教授 成 元哲  

われらの子どもへ：サードプレイスとして
の子ども食堂 

2385 3月 23日 講談師 旭堂 鱗林  最年少プロ棋士 藤井聡太物語 

2386 3月 30日 
一宮少年少女発明クラブ  
代表 真野 正一  

一宮少年少女発明クラブの活動について 

2387 4月 6日 
経済産業省  
中部経済産業局長 富吉 賢一  

SDGs（持続可能な開発目標）に親しもう！ 

2388 4月 13日 
日本在宅ホスピス協会  
会長 小笠原 文雄  

なんとめでたいご臨終 
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2389 4月 20日 
（一社）ラバルカグループ  
代表理事 夏目 浩次  

日本初、多様な方たちが働く「チョコレー
トメーカー」を目指して！～久遠チョコ
レートの挑戦～ 

2390 4月 27日 
（公社）被害者サポートセンターあいち  
支援委員長 小島 きぬ子 

被害者サポートセンターあいちの活動につ
いて 

2391 5月 11日 平成 30年度第 2回通常総会 

2392 5月 18日 
NHK名古屋放送局技術部  
副部長 伊藤 大輔  

4K8K放送について 

2393 5月 25日 
（株）現代文化研究所  
代表取締役社長 須藤 慶治  

世界最大の中国電気自動車市場の行方 

2394 6月 1日 
名古屋市立大学 看護学部  
助教 松本 宙  

本学におけるキワニスドールの活用と教育
的効果（参加者によるキワニスドール制作） 

2395 6月 8日 
総務省 東海総合通信局  
局長 炭田 寛祈  

スマートフォン－その光と影－ 

2396 6月 15日 
（株）クラタペッパー  
社長 倉田 浩伸  

5ミリの粒に平和の魂  
～カンボジア産胡椒の生産販売を通じて 

2397 6月 22日 

持出例会 名古屋城本丸御殿の見学 

名古屋おもてなし武将隊 徳川 家康 名古屋城の歴史について 

名古屋市観光文化交流局 名古屋城
総合事務所 管理活用課企画運営係  
主事 吉田 祐治 

名古屋城本丸御殿について 

2398 6月 29日 
名古屋大学  
名誉教授 松本 哲男  

愛知県森林公園の貴重植物 
―東海丘陵要素植物群－ 

2399 7月 6日 
名古屋市科学館  
天文主幹 野田 学  

惑星たちの競演 

2400 7月 13日 
愛知県警察本部刑事部 参事官 兼 
生活安全部 参事官  
警視正 梶浦 哲哉  

最近の犯罪情勢と防犯対策 

2401 7月 20日 第 49回社会公益賞・第 44回キワニス文庫贈呈式 

2402 7月 27日 
中部大学 工学部長  
工学博士 松尾 直規  

堀川の水環境改善 

2403 8月 3日 
東京電力ホールディングス特任顧問
中部電力顧問 内川 晋  

東電、中電とつながって 

2404 8月 17日 
日本銀行名古屋支店  
支店長 清水 季子  

最近の金融経済情勢と今後の展望 

2405 8月 24日 
日本芸術院会員  
日展副理事長 神戸 峰男  

家康公像製作にあたって 

2406 8月 31日 第 52回チャーターナイト記念特別例会 

2407 9月 14日 
フルート、ピッコロ奏者  
山村 有佳里  

歴史を受け止め、今 奏でる 

2408 9月 21日 
元トヨタ自動車 副社長  
清水 哲太  

卒業のない学塾 

2409 9月 28日 平成 30年度第 3回通常総会 

 


