
国際ロータリー第2660地区 ロータリー学友会 

2020-2021年度 

秋の総会 

2020年11月1日（日） 

於 YOLO BASE 
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式 次 第 

ランチ     12:30   13:30 

総会     13:30   14:00 

司会 ：ロータリー学友会 副会長 矢野 郁 

1. 開会宣言  国際ロータリー第 2660 地区 ロータリー学友会

会長  河田 恵樹 

2. 国歌演奏 

3. 開会挨拶  国際ロータリー第 2660 地区 ロータリー学友会

会長  河田 恵樹 

4. ガバナー挨拶 国際ロータリー第 2660 地区 

ガバナー 簡 仁一 

5. 議事 

6. 閉会宣言  国際ロータリー第 2660 地区 ロータリー学友会

会長  河田 恵樹 

講演会   14:00   15:00 

1. トークセッション： 「Ciao! ロータリー学友会」 

ラジオ DJ 野村 雅夫 様（財団学友） 

2. 集合写真 撮影 

3. 閉会謝辞     国際ロータリー第 2660 地区  学友委員会

委員長  丸尾 照二 
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（敬称略）

役　職　名 氏　名 クラブ名 役　職　名 氏　名 クラブ名

ガバナー 簡　仁一 茨木 職業奉仕委員長 青井　秀浩 池田くれは

パストガバナー 泉　　博朗 大阪帝塚山 幹事 笘本　則康 大阪大淀

パストガバナー/顧問団 片山　勉 大阪東 幹事 山内　祥子 豊中千里

パストガバナー/顧問団 山本　博史 大阪南 青少年奉仕委員長 敷知　龍一 茨木西

ガバナーノミニー 宮里　唯子 茨木西 米山カウンセラー 中井　哲男 摂津

I.M.第2組ガバナー補佐 西川　正一 大阪淀川 瀧井　斉 高槻東

I.M.第4組ガバナー補佐 吉﨑　広江 東大阪東 会長 中川　宏一 大阪東

I.M.第5組ガバナー補佐 柿本　円 大阪リバーサイド 山本　博之 大阪東

I.M.第1組ガバナー補佐エレクト 延原　健二 大阪大淀 青少年奉仕委員長 中村　大作 大阪リバーサイド

地区代表幹事 吉田　政雄 茨木 幹事 藤原　史嗣 東大阪西

地区副代表幹事 土方　慶之 茨木 青少年奉仕理事 谷　明 大阪南

青少年奉仕統括委員会　幹事 生駒　伸夫 大阪 青少年奉仕委員長 木本　利宗 大阪南

青少年奉仕統括委員会　副幹事 山本　和良 大阪南 会長 石川　義一 八尾東

米山奨学委員会　委員長 清水　久博 大阪南 会長 上田　勝嗣 大阪西南

インターアクト委員会　委員長 福田　治夫 守口イブニング 溝畑　正信 大阪アーバン

青少年交換委員会　委員長 大橋　秀典 東大阪東 檜皮　悦子 大阪中之島

青少年交換委員会　副委員長 一由　麻里 東大阪東 青少年奉仕委員長 中野　裕司 大阪大手前

青少年交換委員会　副委員長 和泉谷　研 大阪帝塚山 佐藤　俊一
東大阪東フューチャー
ロータリー衛星クラブ

ローターアクト委員会　委員長 佃　啓史 守口 ● 西口　三千恵
プノンペンメトロ
　（カンボジア）

ローターアクト委員会　副委員長 菅本　泰年 新大阪 会長 ● 川中　義裕 大阪城東

RYLA委員会　委員長 今井 卓哉 池田くれは 会長 ● 横田　孝久 東大阪

RYLA委員会　副委員長 ● 友田　昭 八尾 会長 ● 表　泰之 大阪ネクスト

学友委員会 委員長 丸尾　照二 大阪御堂筋本町 幹事 ● 梅田　幸久 大阪ネクスト

学友委員会 副委員長 磯田　郁子 大阪東淀ちゃやまち 国際奉仕委員長 ● 齋藤　安以子 大阪ネクスト

学友委員会 副委員長 斎藤　清貴
大阪ユニバーサル

シティ
● 杉浦　功一 大阪ネクスト

学友委員会 副委員長 瓦谷　勝 大阪西南 青少年奉仕委員長 ● 川本　典美 大阪ネクスト

学友委員会 委員 坂田　淳一 枚方 ● 中川　順子 大阪ネクスト

学友委員会 委員 三好　えり子 大阪そねざき ● 金森　市造 大阪中之島

学友委員会 委員 大月　基弘 大阪ネクスト

● はオンライン参加

　　　　　　合計　129名

国際ロータリー第2660地区 ロータリー学友会「秋の総会」 出席者名簿①

地区関係者　28名(ｵﾝﾗｲﾝ 1名) ・ クラブ　18名(ｵﾝﾗｲﾝ 10名)・学友　53名（ｵﾝﾗｲﾝ 19名）
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（敬称略）

役　職 氏　名 役　職 氏　名

ゲスト・2005年-2007年 財団奨学生 野村　雅夫 関西米山学友会 凌　奕樹

国際ロータリー第2800地区　山形RAC 会長 サインバヤル ハンガイバヤル 関西米山学友会 Phung Minh Thu

学友会 会長(高槻西 ROTEX) 河田　恵樹 関西米山学友会 TRAN THI THU HA

学友会 副会長(GSE・VTT) 矢野　郁 関西米山学友会 張 昇勳

学友会 副会長(大阪東RAC OB) 河南　潤 関西米山学友会 東　林華

学友会 幹事(大阪天満橋RAC OG) 河南　曜子 関西米山学友会 師　城

学友会 会計監事(米山学友) 呉　偉偉 関西米山学友会 朴　日

関西米山学友会 王　浩悦

関西米山学友会 VU THI THAO

財団 大垣　加代子 関西米山学友会 徐　旻

財団 伊藤　耕志 関西米山学友会 Gita Nirmala Sari

財団 井上　悦子 米山奨学生（大阪北梅田RC）   倢

財団 中川　洋一 米山奨学生（摂津RC） VO NU TRUONG GIANG

財団 石田　久美子 米山奨学生（大阪中之島RC） 陳　玉芬

地区RA代表（大阪天満橋RAC） 北山　慎基 ROTEX　会長 片渕　千尋

地区幹事（大阪帝塚山RAC） 田中　千紗乃 ROTEX　副会長 中山　心

地区副幹事（大阪淀川RAC） 矢吹　秀子 ROTEX　会計 田中　絢音

地区会計（大阪城南RAC） 大元　佑介 財団 ● 平山 千夏

西ゾーン代理（大阪北RAC） 山口　絢子 財団 ● 松上　純一郎

地区広報委員長(大阪東RAC) 川原　大樹 財団 ● 中村　弘子

大阪帝塚山RAC Vo Quy Chau 財団 ● 福田　真弓

大阪天満橋RAC　会長 田中　一雅 財団 ● 中嶋　陽子

大阪天満橋RAC 弓場　祥旺 財団 ● 北山　夕華

大阪天満橋RAC 山﨑　さやか 財団 ● 瀧本　将弘

大阪東RAC 王前　雪子 財団 ● 大月　直子

大阪西南RAC　会長 志村　将 財団 ● 生田　英輔

大阪西南RAC 宮原　久美子 財団 ● 北野　利一

RAC 杉山　幸平 財団 ● 柏原　郁子

RAC 青井　奈緒 財団 ● 清原　宏之

RAC 河田　知里 大阪帝塚山RAC ● 金田　南美

RAC 一花　裕一 RAC ● 市橋　與宜

RAC 甲斐　翼 RAC ● 清水　勇輝

RAC 坂口　雄哉 RAC ● 白川　史人

関西米山学友会　会長 閔　スラ TEAM RYLA ● 田　原至

関西米山学友会　副会長 頼　育萱 TEAM RYLA ● 井上　望美

関西米山学友会　幹事 單　雅 米山 ● 陳　佳怡

関西米山学友会 何　玉翠

● はオンライン参加

学友会 会計監査
(大阪西南RAC OB・TEAM RYLA)

古川　義晃

国際ロータリー第2660地区 ロータリー学友会「秋の総会」 出席者名簿②
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議 事 

① 2019～2020 年度 活動報告 

- 秋の総会 2020/11/10   於：ヴィアーレ大阪 

学友 69 名、ロータリアン 57名 ご参加 

＜講演会＞ 

コクヨ株式会社 代表取締役会長 黒田 章裕 様  

Best Effort から Guarantee へ  

～「より」の時代から「保証」の時代へ～ 

- 春の総会  

新型コロナウィルス感染拡大防止のため、中止 

② 2019～2020 年度 会計報告 

<収入の部>
収入項目 金額 備考

学友会総会　地区活動予算 400,000
総会　会費収入（ロータリアン） 570,000 秋　57名
総会　会費収入（学友） 207,000 秋　69名
総計 1,177,000

<支出の部>
支出項目 金額 備考

学友会　総会　会場費 915,600
講師への記念品 8,000
文具代 4,026
名札代 6,170
名刺代 8,200
チラシ印刷 2,604
駐車料金 1,000
地区への返金 231,400
総計 1,177,000

<その他の部>
ニコニコ繰越金 566,255
ロータリアンからのニコニコ 84,000
利息 2
次年度ニコニコ繰越金 650,257
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ゲスト プロフィール 

野村 雅夫（のむら まさお） 

ラジオ DJ／翻訳家。 

FM COCOLO CIAO 765（月-木、6 時-11 時）担当。 

E テレ「旅するためのイタリア語」出演中。 

FM802 で 10 年にわたって番組を担当し、 

2019 年 10 月からは、姉妹局の FM COCOLO に移籍。 

イタリアの文化紹介を行う株式会社 

「京都ドーナッツクラブ」の代表でもあり、 

映画字幕や小説など、翻訳にも従事。エッセイも多数。 

2005 年～2007 年 財団奨学生としてイタリア ローマに留学 

ツイッター @pondemasao   

フェイスブック https://www.facebook.com/masao.nomura.92

インスタグラム https://www.instagram.com/pondemasao/
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RI 第２６６０地区ロータリー学友会会則 

第１条（名称） 

本会の名称は「RI 第 2660 地区ロータリー学友会」と称する。 

第２条（目的） 

本会の目的は、ロータリー活動又はロータリアンとの関わりによって培った

経験を学友仲間と広く共有し、以下に掲げる活動を通じて、会員相互の親睦、

交流、啓発を通じて自己研鑽に励み、地区及び地区内ロータリークラブとの

連携によりロータリーの発展に寄与することとするとともに、将来のロータ

リアンとしての資質を磨き育むことを目的とする。 

①  ロータリーとの「つながり」を保ちロータリークラブ・ロータリアンと

の連携のもと広く社会への奉仕に向けた参加意識の向上をはかる。 

② すべての大陸、文化、職業のリーダーとつながり自己研鑽に励む。 

③ ネットワークと世界観を広げ見識を高める。 

④ 世界中の地域社会に貢献する行動力を身につける。 

第３条（会員） 

   本会の会員は、正会員、特別会員をもって構成する。 

第４条（正会員） 

本会の正会員となるための資格は、以下のロータリープログラムの経験者で

RI2660 地区又は地区内ロータリークラブが推薦する者で、満１８歳以上のロ

ータリアンでない者とする。なお、正会員を「学友」と称する。 

① 国際親善奨学金 

② 研究グループ交換（GSE） 

③ ロータリーボランティア補助金、カール・Ｐ・ミラー助成金、ポリオプ 

ラス補助金、個人向け補助金、ボランティア奉仕活動補助金、大学教員 

のための補助金 

④ ロータリー平和フェローシップ 

⑤ ロータリーの奨学金（グローバル補助金、地区補助金） 

⑥ 職業研修チーム（VTT） 

⑦ ロータリー青少年交換 
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⑧ ローターアクト 

⑨ インターアクト 

⑩ ロータリー青少年指導者養成プログラム（RYLA） 

⑪ 米山奨学生 

第５条（特別会員） 

  特別会員は正会員の資格となるプログラムの経験者でロータリアンである 

者とする。 

第６条（役員） 

 １ 本会に次の役員を置く。 

会長    １名 

副会長    ２名以内 

幹事    若干名 

会計幹事   １名 

会計監査   １名 

ロータリアンアドバイザー 若干名 

２ 役員はロータリアンアドバイザーを除き正会員から選出するものとする。 

第７条（役員の任期） 

会長の任期は２年とする。ただし、1期を限度として再任を妨げない。 

その他の役員の任期は 2年とし、再任を妨げない。 

第８条（会員の責務） 

会員は、学友としての品位を保ち、ロータリーの公共イメージの向上に 

資するとともに、ロータリーの基本理念の体現に貢献しなければならない。 

第９条（機関） 

  本会には総会及び役員会を置く。 

第１０条（総会） 

総会は事業年度毎に必ず 1回は行わなくてはならない。 

第１１条（役員会） 

役員会は事業年度に定期的あるいは必要に応じ行わなければならない。 
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第１２条（役員の選出） 

役員の選出は役員会より推薦し、総会の過半数の賛成によりこれを承認す

る。 

第１３条（会費） 

   １ 正会員の年会費は特に定めず、諸活動における参加費は実費をその 

都度徴収する。 

２ 特別会員の年会費は特に定めず、入会時協力金は 1万円とする。 

第１４条（運営費） 

１ 本会の運営費は、RI2660 地区からの助成金および他の収入をもって 

充当する。 

２ 事業計画及び予算計画並びに事業報告及び決算報告は財務委員会への

提出を必要とし、年度毎にガバナーの承認を受けなければならない。 

第１５条（禁止事項） 

政治並びに宗教に係わる一切の活動は禁じるものとする。 

第１６条（事業年度） 

事業年度は、毎年 7月１日より翌年 6月 30 日迄とする。 

第１７条（会則の改訂等） 

会則は、役員会の起案により総会において改定することができる。 

（付則・案） 

  本会則は 2017 年 5月 13 日制定し、同日より施行する。 

     2018 年 11 月 18 日 改定。 
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＜Web 配信時のコメントの書き方＞ 

1. 〇のあたりをクリック or タップ 

2. チャットにコメントを入れてください。 

＜スマートフォン＞   ＜パソコン＞
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