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本日の行事予定 (2018 年 5 月 18 日) 

第 3150 回例会 

卓話担当：松本浩義君 

講  師：津島消防署副署長第三担当 

  高尾朋睦氏 

演  題：「ＡＥＤの重要性についてパートⅠ」 

 
先回の記録（例会） 

第 3149 回 ’18 年 5 月 11 日（金）晴れ 

≪青少年奉仕月間≫ 

卓話担当：青少年奉仕委員長 相羽あつ子君 

講  師：地区インターアクト委員長 

     佐藤裕彦君（豊橋ＲＣ） 

演  題：「2760地区インターアクトクラブ 

について」 

ロータリーソング 「四つのテスト」 

ソングリーダー  神谷里明君 

会 員 総 数   66名   4月 6日例会分訂正 
出席免除会員   21名    欠 席 会 員    13名 
本日出席会員   52名    MAKEUP 会 員     5名 
本日の出席率 78.79％   訂 正出席 率  95.08％ 
超 過 出 席 佐藤敬治君、伊藤哲朗君、猪飼充
利君、相羽あつ子君、幅辰雄君、堀田力男君、吉
田康裕君、加藤泰一郎君、神谷里明君、小林啓子
君、松本浩義君、三谷栄一君、柴田伸彦君、杦田
勝彦君、高木輝和君、滝川林一君、寺島淳一君、
山田勝弘君、山田公男君（地区研修・協議会）、
佐藤敬冶君、伊藤哲朗君、幅辰雄君、堀田力男君、
松本浩義君、柴田伸彦君、山田勝弘君、吉田康裕
君（地区・研修協議会二次会）、長田一郎君（名
古屋東南ＲＣ）、加藤泰一郎君（2018 学年度米山
奨学生オリエンティーション）、佐藤敬冶君、伊
藤哲朗君、浅井彦治君、幅辰雄君、伊藤誠君、加
藤泰一郎君、三谷栄一君、水野憲雄君、鈴木吉男
君、寺島淳一君、吉田康裕君（台北滬尾ＲＣ記念
式典）、佐藤敬冶君、伊藤哲朗君、浅井彦治君、
伊藤誠君、加藤泰一郎君、鈴木吉男君、寺島淳一
君、吉田康裕君（グローバル補助金事業髙義國小
学校見学及び譲渡式）、相羽あつ子君（2017-18
年度地区インターアクト委員会）、浅井賢次君（あ
ずみ野ＲＣ） 

 

会長挨拶 

佐藤敬治会長 

本日は、野尻栄一君の入会式

です。後程、ロータリーバッジ

の授与、記念品の贈呈を行いま

す。おめでとうございます。ま

た本日の卓話は第 2760 地区イ

ンターアクト委員会委員長の

佐藤裕彦君を講師としてお迎えし、お話ししてい

ただきます。 

インターアクトクラブは、現在津島東高校でお

願いいたしておりますが、それまでは、清林館高

校（旧津島女子高校）でお願いいたしておりまし

た。20年ほど前になりますが、私が青少年奉仕委

員会の委員長をお引き受けしました年に、地区の

インターアクトクラブ協議会の年次大会を、津島

女子高校インターアクトクラブがホスト校となり

開催しました。会場は尾張中央道沿いの津島勤労

福祉会館でしたが、大勢の生徒さん達が参加して

くれ、津島女子高校インターアクトクラブの生徒

達の手作りの精魂こめたおもてなしの大会でした。 

聞くところによりますと、2020年には津島ロー

タリークラブがホストロータリークラブとして、

そして津島東高校のインターアクトクラブがホス

ト校として年次大会が開催される予定だそうです。

伊藤幸蔵年度の次の年度のお手伝いになりますが、

前年よりの計画になりますので、伊藤幸蔵年度の

お骨折り、今から準備のほどお願いいたします。 

 
幹事報告 

猪飼充利幹事 

① 本日からクールビズ対

応と致します。 

② 本日、新入会員の野尻栄

一さんの入会式を行い

ます。 

③ 本日例会終了後に予定

していた理事会は、案件

を今週行いました新旧合同理事会の際に審議



     

 

- 2 - 

第 3150 回例会                                                               

しましたので、本日の理事会は行いません。 

④ 本日 18:00 より次年度クラブ奉仕及び戦略特

別委員会の合同委員会が朝日寿しにて開催さ

れます。 

⑤ 同じく本日 18:00 より新旧合同地区青少年関

連委員会がキャッスルプラザで開催され、相

羽あつ子地区委員が出席されます。 

⑥ 来週 5/16㈬18:00 より次年度四大奉仕・Ｒ財

団・米山奨学委員会の合同委員会が「魚しま」

にて開催されます。 

⑦ 同日、第 2 回地区社会奉仕委員長会議及び新

旧地区社会奉仕委員会の顔合わせ会が名鉄グ

ランドホテルにて開催され、私が次年度地区

社会奉仕委員として出席致します。 

⑧ 5/17㈭あまＲＣとの合同ゴルフコンペが桑名

ＣＣにて開催されます。津島ＲＣからは 15

名の参加予定です。 

⑨ 本日『ロータリーの友』5 月号をお配りしま

した。 

⑩ 『ガバナー月信』『The  Rotarian』5月号を

回覧しております。 

 
ニコボックス報告 第 3149回分 

加藤隆朗ニコボックス委員長 

佐藤裕彦君（地区インターアク

ト委員会委員長・豊橋ＲＣ） 

本日は卓話をさせていただき

ます。 

佐藤敬治会長、伊藤哲朗副会長、

猪飼充利幹事 ①卓話講師に

地区インターアクト佐藤裕彦

委員長をお迎えして。②相羽あ

つ子君、本日の卓話よろしくお願いします。③野

尻栄一君の入会を祝して！ 

相羽あつ子君 本日は卓話を担当します。地区イ

ンターアクト委員長の佐藤裕彦さんをお迎えして

います。よろしくお願いします。 

野尻栄一君 本日は入会よろしくお願いします。 

浅井彦治君、浅井賢次君、生田達一君、稲川明俊

君、加藤隆朗君、加藤則之君、河西あつ子君、小

林啓子君、柴田伸彦君、杦田勝彦君、山田勝弘君、

山田公男君、山本達彦君、余郷利彦君 野尻栄一

君の入会を祝して。 

篠田廣君 海外より無事帰国しました。 

三谷栄一君、伊藤幸藏君、山本達彦君 Shinoda 

House お世話になりました。 

宇佐美三郎君 本日、津島納貯の総会です。 

山田勝弘君 名古屋場所が 7月 15日～22日に開

催されます。またよろしくお願いします。 

加藤泰一郎君 こんにちは、元気です。 

横井知代君 体調不調のため失礼します。第一例

会なのに申し訳ありません。 

前田昭生君 その他。 

 

卓 話 

≪青少年奉仕月間≫ 

卓話担当：青少年奉仕委員長 相羽あつ子君 

講  師：地区インターアクト委員長 

     佐藤裕彦君（豊橋ＲＣ） 

演  題：「2760地区インターアクトクラブ 

について」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青少年奉仕活動（2010年から五大奉仕） 

・インターアクト活動「ＩＡＣ」（1962～） 

 12歳～18歳 

・ローターアクト活動「ＲＡＣ」（1968～） 

 18歳～30歳 

・ロータリー青少年指導者養成プログラム（Rotary 

Youth Leadership Awards「ＲＹＬＡ」1968～） 

 16歳～18歳 

・ロータリー青少年交換プログラム（ Youth 

Exchange Program「ＹＥＰ」 1970～） 

 16歳～18歳 

  

インターアクトクラブは、楽しく活動しながら、

知識や能力を伸ばし、国際感覚を養うことのでき

る、12～18 歳の青少年を対象としたクラブです。

学校または地域社会をベースとしてボランティア

活動・地域貢献をしています。「インターアクタ

ー」と呼ばれるインターアクトクラブ会員は、少

なくとも月 2 回ミーティングを開き、年に数回の

奉仕活動を実施します。 

 

◆第 2760地区……17インターアクトクラブ 

   （Interact = International Action） 

※豊川高校インターアクトクラブ since1964.10 

 瑞陵高校インターアクトクラブ  since2015. 5 

 30ＲＣによって提唱（共同提唱含） 

 600名のインターアクターが活動 

 

ＩＡＣの各地域での代表的な奉仕活動 

・募金活動 

・清掃活動 

・障害児支援活動 

・災害復興支援活動 

・グループホーム訪問活動 

・外国の方との文化交流活動 

・地域祭礼等での応援活動 
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活動を通して、学生は以下のようなスキルを自然

に学びます 

・指導力と人としての高潔さ（リーダーシップ） 

・他者を助け、他者を尊重することの大事さ 

 （思いやりの心・家族への感謝の気持ち） 

・個人の責任や、懸命に努力する価値感の大切さ 

 （責任感・人間力・社会適応力） 

・国際理解と親善を推進することの重要性（国際

感覚） 

 

地区インターアクト委員会の役割 

情報の提供・場の提供 

・17名の委員会メンバーにより構成 

・各ＩＡＣが活動しやすい環境づくり 

・顧問の先生を核とし、各ＩＡＣ間の横のつなが

り、またロータリーファミリーとしての青少年

奉仕グループ内の縦つながりを構築 

・各ＩＡＣ間の活動状況の共有等情報流通の促進 

・大きな規模が必要なボランティア活動等に関し

て、またＩＡＣ同士の合同事業の推進・事業の

音頭とり 

 

具体的な地区のインターアクト関連事業 

・インターアクトクラブ年次大会（7月） 

・海外派遣研修＜オーストラリア・パース＞（7月） 

・ワールドフード＋ふれ愛フェスタ(ＷＦＦ)での

ボランティア（10月） 

・青少年フォーラム（11 月）※前年までは青少年

サミット（9月） 

・リーダー研修会（1月） 

・青少年学友フェスティバル（6月） 

・顧問会議（年 2回） 

 

インターアクトクラブ年次大会 

・7月海の日に行う※今年は 7月 16日（月・祝） 

・全 17ＩＡＣの活動発表会 

・主催は地区（インターアクト委員会） 

・ホスト校と、ホストクラブは輪番制 

・500人規模の大会 

 

インターアクトクラブ海外派遣研修 

・オーストラリア・パースでの研修 

・各学校から選抜 2名、合計 34名の団員 

・引率者は顧問の先生 2名＋ロータリアン 3名 

 引率顧問の先生は、輪番制 

・７泊 9日、1人 1家庭のホームステイが基本 

・昼間は現地高校での授業、現地インターアクタ

ーとの交流、日本文化を伝える（小学校）等 

 

ワールド＋ふれ愛フェスタ（ＷＦＦ）でのボラン

ティア活動 

・ファンドレイズ事業のお手伝い 

・名古屋栄のテレビ塔～噴水広場 

・毎年約 250名のインターアクターがお手伝い 

・会場の清掃活動 

・ポリオ撲滅募金活動の支援 

・各種啓発用着ぐるみ、運営 

・ステージパフォーマンス 

・復興支援、震災地域商品の販売等 

・その他イベント運営補助 

 

青少年フォーラム 

・ＩＡＣ、ＲＡＣ、ＲＹＬＡ、青少年交換関連 

 メンバー＋ロータリアンが参加（500名規模） 

・地区大会 1日目午後に開催 

・各青少年奉仕プログラムの発表会 

・青少年奉仕グループの情報共有会 

 

インターアクトクラブ・リーダー研修会 

・1月下旬開催（学校年度は 4月スタートなので） 

・１7ＩＡＣから各 3 名、総勢 51 名のリーダー研

修会 

・ロータリーについて、青少年奉仕について、イ

ンターアクトクラブについての認識を深める 

・17ＩＡＣの横の繋がりの強化 

 

青少年・学友交流フェスタ 

日時：2018年 6月 17 日（土）10～16時 

場所：豊田市総合運動公園体育館 

内容：大運動会（大玉送り、玉入れ、借り物競争、 

   ウルトラ〇×クイズ等々） 

 

津島東高校インターアクトクラブ 

設 立：2015年 9月 26日 

部員数：46名 

地域イベントでのボランティア活動、ロータリア

ンのＩＡＣ例会への参加への参加 

19-20年度 ＩＡＣ海外派遣研修団長（2019.7） 

20-21年度 ＩＡＣ年次大会ホスト（2020.7） 

 

インターアクトクラブへの一般的な入部の動機 

・楽そうだから 

・海外に行けるチャンスがあるそうだから 

・就職活動に、内申に、ボランティアをしてたと

いうことで、良い影響を与えるから 

・運動部ではハード過ぎるし、文化部では物足り

なく 

 

インターアクトクラブに入部してみて 

・予想を遥かに越えた充実感 

・社会との繋がりが大きく増えた 

・人の役にたつことが喜び 

・自分を認めてくれる、自分を必要としてくれる

人がいて、嬉しい 

 

3年生のインターアクターの声 

・校内でのインターアクトクラブの認知度を上げ

たい 
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・ロータリアンと話をすることで、自分の将来に

ついて、ぼやっとしたものから、明確な未来を

考えるようになった 

・人前で話すことに、自信をもてるようになった 

・ボランティアをする他校の生徒とも仲良くなれ、

刺激もたくさん受けた 

 

＜悩み＞ 

・賞をもらうことが少ない活動なので、全校生徒 

 前で表彰されることがない（涙） 

・団体名から活動の内容を容易に理解してもらえ

ない 

結果：新入部員の勧誘が難しい 

 

インターアクトクラブ顧問の先生の声 

・インターアクトクラブの認知度を上げたい 

・インターアクトクラブに入りたいから、この学

校を選んだ！と、言われたい 

・普通の部活は、学校で割り当てられた部費の範

囲で活動を行うが、ロータリークラブが経済的

支援をしてくれて、更に自由に活動をさせてく

れて、本当に感謝です 

 

活気あるインターアクトクラブ持続のカギ 

・積極的な提唱ＲＣのサポート 

・インターアクトクラブ例会へのロータリアンの

参加 

・顧問の先生とＲＣとの関係強化 

・他インターアクトクラブとの交流、合同事業、

合同例会等 

・インターアクトクラブ関連ツールの提供 

 
新入会員入会式 

服部貴会員増強委員 

【プロフィール】 

氏名：野尻栄一(のじり えいいち) 

事 業 所：㈱三菱ＵＦＪ銀行 

津島支店 

職業分類：普通銀行 

役  職：支店長 

生年月日：1970(昭和 45)年 7月 22日 

住  所：名古屋市千種区四谷通 3-16-1 

趣  味：ゴルフ 

推 薦 者：佐藤敬治、猪飼充利 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
誕生日祝福（5月） 

大河内勝彦親睦活動副委員長 

八谷順一君（ 1日） 

横井知代君（23日） 

古川弘一君（26日） 

山田公男君（27日） 

鈴木吉男君（31日） 

 

夫 人 

杦田勝彦夫人（ 3日）  飯村 理夫人（17日） 

伊藤幸蔵夫人（18日）  後藤 務夫人（21日） 

  

結婚記念日祝福 

鶴見治貞君（ １日）   宇佐美三郎君（ 5日） 

伊藤幸蔵君（ 9日）   吉田 康裕君（ 9日） 

横井知代君（17日）  遠山 孝義君（29日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊藤哲朗副会長 飯村治会場委員長、 

司会の宅見康悦会場委員 

ソングリーダーに合わせて歌う

メンバー 

神谷里明君 
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社会奉仕委員会 

杦田勝彦委員長 

 5 月 11 日(金)の例会

終了後、会員が持ち寄

ったペットボトルの蓋

(エコキャップ)を、社

会福祉施設の彩雲館へ

届けました。 

彩雲館では他からの

キャップもまとめてリ

サイクルセンターへ持

って行き、海外のポリ

オワクチン費用に充て

られます。 

 
 

 

 

 新緑薫るどころか熱中症が心配なほど暑い 5 月

17日㈭、桑名ＣＣにてあま・津島ＲＣ合同ゴルフ

大会が開催され、あまＲＣ25名、津島ＲＣ13名の

総計 38 名が参加しました。団体戦ではあまＲＣ、

個人戦ではあまＲＣの山田広明君が優勝しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ロータリーニュース（4月 20日） 

 

 

 

 

 

2018年「ローターアクト卓越したプロジェクト

賞」は、起業スキルを教えることでＨＩＶに感染

した女性たちの自立を支援するプロジェクトを実

施したスリランカの Edulink International 

Campusuローターアクトクラブに贈られました。 

このクラブは、女性たちが自分でつくった商品

を販売できるサイト「Dream Store」を立ち上げ、

売り上げが直接女性たちの銀行口座に入るように

しました。プロジェクト企画段階で、クラブはま

ず女性たちと会って各自のスキルを調べました。

その後、地元の専門家やロータリアンと協力して、

女性たちのスキルをさらに伸ばしたり、新しいス

キルを教えたりしたほか、経営の基本と家計管理

についての研修も行いました。 

さらに、スリランカの大手ギフトショップを含

む複数企業と提携して女性たちの商品を販売し、

顧客ベースの確保を支援しました。また、女性た

ちの才能を広く紹介することで商品購買を通じた

支援を呼びかけたほか、ＨＩＶとエイズに対する

偏見をぬぐうための啓発イベントを開催しまし

た。 「（彼女たちは）前は仕事が見つからず、ど

こにも採用してもらえませんでした。努力が報わ

れ、クラブの達成をとても誇りに感じています」

と話すのは、クラブの元会長、ニプン・ペイリス

さんです。  

多地区合同プロジェクトの最優秀賞は、45カ国

以上の 115地区、ローターアクター24,000人の協

力と奉仕プロジェクト立案を推進する多地区合同

組織、European Rotaract Information Center（ヨ

ーロッパ・ローターアクト情報センター）に贈ら

れました。この組織は、多くのプロジェクトの情

報を集めて検索可能なライブラリにアップロード

することで、「協力クラブ探し」ツールを提供。

奉仕や友情など関心を共有するクラブ同士を結び

つけています。 

今年度の賞には、470 以上のプロジェクトが 59

カ国から応募されました。単一クラブのプロジェ

クトと多地区合同プロジェクトとして、上記 2 つ

が最優秀賞に輝いたほか、6 つの各地域から優れ

たプロジェクトが選ばれて表彰されました。最優

秀賞には将来の活動資金としてそれぞれ 1,000 ド

ルの賞金が贈られ、トロント（カナダ）で開かれ

るローターアクト大会前会議でプロジェクトにつ

いて発表する機会が与えられます。 

各地域の優秀賞に選ばれたのは、以下のクラブ

です。 

順位 氏  名 OUT IN ｸﾞﾛｽ Hcp ﾈｯﾄ 

優勝 山田広明 51 47 98 26.40 71.60 

2 位 武藤正俊 42 40 82  9.60 72.40 

3 位 篠田 廣 38 43 81  8.40 72.60 

 

ＨＩＶ感染した女性を支援する 

ローターアクトの活動が 

最優秀賞に 

杦田勝彦 

社会奉仕委員長 
吉田康裕幹事

エレクト 

 例会終了後に、彩雲

館へエコキャップを

届けにいきます。 

 16 日に次年度四

大奉仕合同委員

会を開催します 
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第 3150 回例会                                                               

次回例会（例会変更） 

5月 25日(金) → 5 月 26 日(土)  
≪第 3151回 日帰り家族例会≫ 

～二見夫婦岩から志摩観光ホテル 

グルメランチと伊勢神宮参拝 

おかげ横丁～ 

出発時間：8：00～ 

集合場所：津島商工会議所 駐車場 

お知らせ 

■第 31回津島東高校ＩＡＣ例会 

と き：5月 25日（金）16：00 

ところ：津島東高校北館 2中教室 

 

■次々回例会 

第 3152 回 ’18年 6 月 1 日（金） 

≪ロータリー親睦活動月間≫ 

卓話担当：親睦活動委員長 横井知代君 

演  題：「滑舌のよくなる 

         ボイストレーニング」 

 

 

アジア・パシフィック地域：Makati San Miguel

ＲＡＣ（フィリピン）   

Makati San MiguelＲＡＣ（フィリピン）の「Mini- 

Hackathon and PechaKucha プロジェクト」では、

情報テクノロジー分野の専門家、ビジネスリーダ

ー、コーチ、地域社会のリーダーの力を借り、地

元が抱える問題を解決する新しいアプリを開発。

イベントで 3 つのプロトタイプの試験が行われ、

機能が実証されました。①緊急時に病院、避難所、

消防署を見つけるもの、②参加者が就職フェアの

ために履歴書をつくり、条件のあう雇用者と結び

つくことができるもの、③洪水時に被災地にいち

早く物資を届けるため、通行可能な道を輸送トラ

ックに知らせるものです。 

 

南アジア地域：The Caduceus ＲＡＣ（インド） 

インドの The CaduceusＲＡＣは、炭鉱業による悪

影響がある地元の地域社会で「Ground Reality 

Journey」プロジェクトを立ち上げました。地元団

体、政府、村人と協力して、健康診断の提供、廃

棄物分別システムの設置、保健教育セミナーの実

施、植樹、学校改善のための募金を行いました。 

 

ヨーロッパ･中東･中央アジア:HippocrateＲＡＣ

（モロッコ） 

モロッコの Imintlit 村の学生たちが平均 10 ㎞の

道のりを歩いて学校に通い、高い退学率の原因と

なっていることを知った HippocrateＲＡＣは、募

金した資金で自転車を購入し、生徒たちに贈る

「Action Velos」プログラムを開始。1年以内に、

退学率は 45％から 23％に下がりました。  

 

サハラ砂漠以南アフリカ:St Jude’s ArushaＲＡＣ

（タンザニア） 

St Jude’s ArushaＲＡＣ（タンザニア）は、失業

中の若者 12人を対象に、さまざまな仕事のスキル

およびスープとジュースの作り方を教えるワーク

ショップを実施。その後、ロータリアンの力を借

りて地元企業での 3 カ月の有給インターンシップ

に若者たちを派遣。プログラム後には 6 人が企業

に正式採用され、2人が地元で起業しました。 

 

ラテンアメリカ：Belo Horizonte-LesteＲＡＣ（ブ

ラジル） 

ブラジルの Belo Horizonte-LesteＲＡＣは、地元

市民や教員ボランティアと協力して、大学入試を

控えた学生たちのための入試対策コースを実施し

ました。学生たちはまた、美術館やアートギャラ

リーを訪れる課外活動にも参加しました。 

 

米国・カナダ・カリブ海諸島：New Kingston, 

JamaicaＲＡＣ  

ジャマイカの New KingstonＲＡＣは、ロータリア

ンや保健専門家と協力して「 Back to School 

Medical」プロジェクトを実施し、支援が行き届い

ていない地域の学校の生徒たちに、無料の健康診

断、歯の掃除、眼科検診を提供しました。また、

親たちへの保健教育も行いました。 

 
6月の例会変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6月のメニュー 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6月 1日（金) ちらし寿し 

6月 8日（金） ミックスフライ定食 

6月 15日（金) すき焼き定食 

6月 22日（金) 煮魚、刺身定食 

   

クラブ名 日 曜 サイン受付 

あま RC 6/11 月 名鉄グランドホテル 

名古屋守山 RC 6/13 水 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 

名古屋和合 RC 6/13 水 ﾎﾃﾙﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ 

名古屋西 RC 6/14 木 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 

名古屋栄 RC 6/18 月 名古屋ｸﾚｽﾄﾝﾎﾃﾙ 9F(夜） 

名古屋城北 RC 6/19 火 栄東急 REIホテル 

稲沢 RC 6/20 水 林商事ビル 

一宮中央 RC 6/20 水 一宮商工会議所㌱(夜） 

名古屋東南 RC 6/20 水 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 

名古屋名駅 RC 6/20 水 名鉄ﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ 

名古屋丸の内 RC 6/21 木 名古屋ｸﾚｽﾄﾝﾎﾃﾙ 

名古屋大須 RC 6/21 木 名古屋東急ホテル 

名古屋空港 RC 6/25 月 キャッスルプラザ 

名古屋昭和 RC 6/25 月 名古屋東急ホテル 

名古屋城北 RC 6/26 火 栄東急 REIホテル 

名古屋名駅 RC 6/27 水 名鉄ﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ 

 


