
国際ロータリー第2660地区 ロータリー学友会 

2021-2022年度 秋のイベント 

日時：2021年11月28日（日） 

第1部 13：00～14：45 

第2部 15：00～16：00 

開催：オンライン（Zoom） 

https://us02web.zoom.us/j/89467773192 

ミーティングID: 894 6777 3192 

パスコード: 970625 
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式 次 第 

第 1部       13:00   14:45 

1. ロータリー学友会 会長 挨拶    

ロータリー学友会 会長 河田 恵樹 

2. ガバナーご挨拶 

ガバナー        吉川 秀隆 

3. 【ご講演】 

株式会社ローカルフラッグ代表取締役 

濱田 祐太 様 

講演①「地域創生」 

講演②「ビール造り」 

第 2部    15:00   16:00 

ウェブ懇親会 
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役 職 氏 名 クラブ名 出身プログラム 登録内容

ガバナー 吉川 秀隆 大阪 学友会 第一部に参加します。

パストガバナー 片山 勉 大阪東 学友会 第一部・第二部どちらも参加します。
パストガバナー・顧問団 四宮 孝郎 学友会 第一部に参加します。
直前ガバナー・顧問団 簡 仁一 茨木 学友会 第一部に参加します。
ガバナーエレクト・

青少年奉仕統括委員長
宮里 唯子 学友会 第一部に参加します。

IM第3組ガバナー補佐 森本 匡昭 大阪城北 学友会 第一部に参加します。
IM第1組ガバナー補佐エレクト 神寳 敏夫 大阪梅田 学友会 第一部に参加します。

樋口 晃 学友会 第二部に参加します。
山本 和良 大阪南 RAC 学友会 第一部に参加します。
瓦谷 勝 学友会 第一部・第二部どちらも参加します。
磯田 郁子 大阪東淀ちゃやまち 学友会 第一部・第二部どちらも参加します。
斎藤 清貴 大阪ユニバーサルシティ 学友会 第一部・第二部どちらも参加します。
吉崎 広江 東大阪東 財団 学友会 第一部・第二部どちらも参加します。

地区学友委員 坂田 淳一 枚方 学友会 第一部・第二部どちらも参加します。
地区学友委員 三好 えり子 大阪そねざき 学友会 第一部・第二部どちらも参加します。

ロータリー学友会「秋のイベント」登録者名簿

【地区関係者】

（敬称略）
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土方 慶之 茨木 学友会 第一部・第二部どちらも参加します。
大枝 正人 吹田 学友会 第一部に参加します。
田中 豊司 吹田 学友会 第一部・第二部どちらも参加します。

高槻東 学友会 第一部に参加します。
山本 博之 大阪東 学友会 第一部・第二部どちらも参加します。
柳瀨 寛之 大阪城東 学友会 第一部に参加します。
横田 孝久 東大阪 学友会 第一部・第二部どちらも参加します。
坂井 俊之 東大阪 学友会 第一部に参加します。
丸尾 照二 大阪御堂筋本町 学友会 第一部・第二部どちらも参加します。
大月 基弘 大阪ネクスト 財団 学友会 第一部に参加します。
石津 茂貴 大阪堂島 RYLA 学友会 第一部に参加します。
朏 律子 学友会 第一部・第二部どちらも参加します。
溝畑 正信 大阪アーバン 学友会 第一部に参加します。
木下 宗尚 大阪アーバン RYLA 学友会 第一部・第二部どちらも参加します。
田 原至 RAC 学友会 第一部・第二部どちらも参加します。
濱田 由弘 大阪城南 学友会 第一部に参加します。
寺杣 晃一 大阪天満橋 学友会 第一部・第二部どちらも参加します。
山本 喬一 大阪天満橋 学友会 第一部・第二部どちらも参加します。

佐藤 俊一 東大阪東フイーチャー
ロータリー衛星クラブ

財団 学友会 第一部・第二部どちらも参加します。

【ロータリアン】
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河田 恵樹 ROTEX 学友会 第一部・第二部どちらも参加します。
矢野 郁 財団 学友会 第一部・第二部どちらも参加します。
河南 潤 RAC 学友会 第一部・第二部どちらも参加します。

学友会 幹事 河南 曜子 RAC 学友会 第一部・第二部どちらも参加します。
学友会 会計監査 古川 義晃 RAC 学友会 第一部・第二部どちらも参加します。
学友会 会計幹事 呉 偉偉 米山 学友会 第一部・第二部どちらも参加します。

学友会 坂口 雄哉 RAC 学友会 第一部・第二部どちらも参加します。
伊藤 耕志 財団 学友会 第一部に参加します。
中川 洋一 財団 学友会 第二部に参加します。
瀧本 将弘 財団 学友会 第一部・第二部どちらも参加します。
藤本 亮 財団 学友会 第一部・第二部どちらも参加します。
井上 望美 RYLA 学友会 第一部・第二部どちらも参加します。
河田 知里 RAC 学友会 第一部・第二部どちらも参加します。
岡本 千代恵 RAC 学友会 第一部に参加します。
貴島 陵太朗 RAC 学友会 第一部・第二部どちらも参加します。
川原 大樹 RAC 学友会 第一部に参加します。

RAC 学友会 第一部に参加します。
朏 翔太郎 RAC 学友会 第一部に参加します。
白川 美咲 RAC 学友会 第一部に参加します。
白川 正彦 RAC 学友会 第一部に参加します。
一花 裕一 RAC 学友会 第一部・第二部どちらも参加します。
宮原 久美子 RAC 学友会 第一部に参加します。
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