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研修会（5F　伊勢の間） 司  会　飯田　　聡、羽根　昌江

ガバナー補佐 松　田　英　明
　「君が代」「奉仕の理想」斉唱 ソングリーダー 村　木　正　二

IM実行委員長 林　　　裕　行
　歓迎の言葉 ホストクラブ会長 今　野　信太郎
　来賓・特別出席者紹介 ガバナー補佐 松　田　英　明
　ガバナーご挨拶 ガバナー 辻　　　正　敏
　来賓ご挨拶 津市長 前　葉　泰　幸
　カウンセラーご挨拶 カウンセラー 岡　田　信　春

ガバナー 辻　　　正　敏
（休　憩）

「ロータリーに入会して感じたこと」
　　木根　英男（上野RC）  　　　山内　勝巳（名張RC）　  中村　　浩（上野東RC）
　　近藤　槙平（名張中央RC）  　倉田　基史（津RC）　 　 亀山　　稔（津北RC）
　　山川富喜子（久居RC）　　  　山本　哲司（津南RC）
（休　憩）

田　山　雅　敏　パストガバナー（上野東RC）
「これからのロータリー」

カウンセラー 岡　田　信　春
　お礼の言葉並びに次期開催クラブ紹介 ガバナー補佐 松　田　英　明
　次期開催クラブ会長ご挨拶 名張RC会長 前　田　喜久雄

ガバナー補佐 松　田　英　明
（休　憩）移　　動

懇親会（5F  センターパレスホール） 司  会　吹戸　研一、薄井　美弥

津南RC会長エレクト 何　川　　　高

パストガバナー 岡　田　信　春

ソングリーダー 村　木　正　二
IMアドバイザー 川喜田　　　久

第一部

第二部

プログラム
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