
2022-23年度 国際ロータリー第 2660地区
クラブ 少年奉仕合同委員 会議

日  時：2022 年 8 月 27 日 (土) 13:30～16:10
開催方法：大阪 YMCA 会館並びにオンライン

司  会：地区青少年奉仕統括委員会 幹事 磯田 郁子

プログラム

(敬称略) 
No. 発表 担当者 クラブ名

1 開会・資料確認・出席者紹介 地区青少年奉仕統括委員会 幹事 磯田 郁子 大阪東淀ちゃやまち

2 開会点鐘・開会挨拶 ガバナー 宮里 唯子 茨木西

3 趣旨説明
地区青少年奉仕統括委員会 委員長

ガバナーエレクト
延原 健二 大阪大淀

第 1部

4 
危機発生時のロータリーの

メディア対応

～青少年に関して～

RIJYEM*／青少年奉仕統括委員会
アドバイザー

近藤 眞道 高槻西

5 ポリオ根絶に向けてのロータリーの道
地区ロータリー財団委員会

ポリオ・プラス小委員会 委員長
近藤 佑介 大阪心斎橋

6 ローターアクトの献血活動 地区ローターアクト代表 本田 丈歩 新大阪ＲＡＣ

休  憩

7 

第 2 部
【 パネルディスカッション 】

① 世界ポリオデーに向けて

～活動、協働、発信～

② 次世代リーダーの育成への取り組み

～段階的、縦断的な

プログラムの流れから～

③ 委員会報告

司会：地区青少年奉仕統括委員会 幹事 磯田 郁子 大阪東淀ちゃやまち

地区ローターアクト委員会 委員長 伊藤 勝彦 大阪南

地区インターアクト委員会 委員長 曽家 清弘 八尾

地区青少年交換委員会 委員長 松吉 冨美彦 くずは

地区 RYLA委員会 委員長 友田 昭 八尾

地区学友委員会 委員長 末松 大幸 大阪淀川

地区米山奨学委員会 委員長 坂田 妙子 池田くれは

地区ローターアクト代表 本田 丈歩 新大阪ＲＡＣ

8 講 評
RIJYEM* 副理事長
顧問／パストガバナー

片山 勉 大阪東

9 閉会点鐘 ガバナー 宮里 唯子 茨木西

＊  RIJYEM= RI Japan Youth Exchange Multi District organization (一般社団法人国際ロータリー(RI)日本青少年交換多地区合同機構)
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◆  配 布 資 料 一 覧  ◆ 

 出席者名簿        【資料 1】 

危機発生時のロータリーのメディア対応～青少年に関して～ 【資料 2】 

「2022 年秋の RYLA セミナー」チラシ     【資料 3】 

 友愛の広場チラシ・ロータリー学友会 入会のご案内  【資料 4】 

 地区青少年交換委員会 報告     【資料 5】 

 地区ローターアクト代表 報告     【資料 6】 
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（敬称略）

ガバナー 宮里　唯子 茨木西 青少年交換委員会 委員長 松吉 冨美彦 くずは

片山　勉 大阪東 副委員長 久松　秀雄 大阪御堂筋本町

パストガバナー 山本　博史 大阪南 委員 ● 小原　正敏 大阪

パストガバナー ●　簡　仁一 茨木 委員 ● 髙岡　勇介 大阪そねざき

延原　健二 大阪大淀 委員 ● 山下　真知 大阪平野

委員 ● 田河　健司 大阪心斎橋

神寳　敏夫 大阪梅田 委員 ● 滝川　晃 東大阪東

伊藤　智秋 高槻 委員 ● 住吉　依子 大阪うつぼ

塩谷　眞治 大阪東

伴井　敬司 大阪難波 インターアクト委員会 委員長 曽家　清弘 八尾

小山　章松 大阪船場 副委員長 檜皮　悦子 大阪中之島

若宮　邦弘 大阪天王寺 副委員長 廣田　雄一 大阪東

委員 山中　直理 大阪

● 武枝　敏之 豊中 委員 ● 大田　仁司 大阪天王寺

井伊　圭一郎 吹田西 委員 ● 佐藤　多加志 大東

岩本　昌治 くずは 委員 ● 生駒　智人 大東

横田　孝久 東大阪

● 上田　勝嗣 大阪西南 ローターアクト委員会 委員長 伊藤　勝彦 大阪南

● 中島　清治 大阪天満橋 副委員長 ● 児林　秀一 八尾

副委員長 中嶋　茂夫 大阪中央

地区代表幹事 下條　泰利 大阪南 委員 ● 松本　かおり 守口

次年度地区代表幹事 前田　要之助 大阪東淀ちゃやまち 委員 ● 木村　友昭 大阪西

地区常任幹事 柳山　稔 東大阪西 委員 岡本　忠志 大阪水都

地区幹事 岡橋　克純 大阪 委員 ● 近藤　康之 大阪

地区幹事 笠谷　昌宏 大阪 委員 ● 宮前　昭宏 東大阪

地区幹事 望田　成彦 摂津

RYLA委員会 委員長 友田　昭 八尾

危機管理委員会 副委員長 間石　成人 高槻西 副委員長 富永　明 吹田

委員 ● 佐竹　禎行 摂津

ロータリー財団委員会 委員長 村橋　義晃 大阪中之島 委員 時田　崇 大阪平野

ロータリー財団委員会
ポリオプラス小委員会

委員長 近藤　佑介 大阪心斎橋 委員 土方　慶之 茨木

青少年奉仕統括委員会
RIJYEM

アドバイザー 近藤　眞道 高槻西 学友委員会 委員長 末松　大幸 大阪淀川

青少年奉仕統括委員会 幹事 磯田　郁子 大阪東淀ちゃやまち 副委員長 斎藤　清貴 大阪ユニバーサルシティ

副委員長 ● 坂田　淳一 枚方

委員 魚谷　健司 大阪西南

委員 樋口　晃 大阪西南

米山奨学委員会 委員長 坂田　妙子 池田くれは

I.M.第6組ガバナー補佐エレクト

2022-2023年度　クラブ青少年奉仕合同委員長会議　出席者一覧表①

● オンライン参加

青少年奉仕統括委員会　委員長
ガバナーエレクト

危機管理委員会　委員長
パストガバナー

I.M.第1組ガバナー補佐

I.M.第2組ガバナー補佐

I.M.第3組ガバナー補佐

I.M.第4組ガバナー補佐

I.M.第5組ガバナー補佐

I.M.第5組ガバナー補佐エレクト

I.M.第6組ガバナー補佐

I.M.第1組ガバナー補佐エレクト

I.M.第2組ガバナー補佐エレクト

I.M.第3組ガバナー補佐エレクト

I.M.第4組ガバナー補佐エレクト
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【資料①】



IM クラブ名 2022-23　青少年奉仕担当者
（代理の方含む）

IM クラブ名 2022-23　青少年奉仕担当者
（代理の方含む）

池田 北林　寛崇 ● 渋川　了

池田くれは （坂田　妙子） 浅井　勝史

箕面 尾崎　夏樹 ● 石崎　浩二 ●

箕面千里中央 欠席 藤本　良男 ●

藤間　好太郎 ● 新井　繁太郎 ●

松村　安之 東大阪西 欠席

大阪中央 堀内　智子 ● 東大阪中央 欠席

大阪北梅田 欠席 東大阪みどり 阪田　克英

大阪北 山岡　裕幸 ● 大阪柏原 巽　　教 ●

大阪大淀 矢倉　孝二 脇　　隆俊 ●

大阪そねざき 棚田　美里 ● （久松　秀雄）

大阪梅田 中村　育代 ● 大阪難波 石川　益三

大阪梅田東 欠席 大阪ネクスト 吉岡　泰造 ●

豊中 原　和永 ● 大阪南 松山　大祐

豊中千里 谷　真光 ● 八尾 宮川　清

豊中南 西原　英樹 ● 八尾中央 欠席

茨木 戸川　通夫 ● 八尾東 欠席

茨木東 菅原　学 ● 大阪堂島 宮田　和重 ●

茨木西 清水　達也 ● 大阪フレンド 金谷　和浩 ●

大阪東淀ちゃやまち 乾　泰一郎 ● 大阪西北 柴崎　秀樹 ●

大阪淀川 西﨑　克由 ● 大阪リバーサイド 中村　真

千里 丸岡　敏明 ● 大阪船場 原山　歩 ●

千里メイプル 木下　健治 ● 大阪心斎橋 田河　健司 ●

摂津 佐藤　剛司 ● 内藤　富美子

新大阪 片岡　重裕 ● 瓦谷　勝 ●

吹田 林　眞基 ● 大阪ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｼﾃｨ 髙野　幸雄 ●

吹田江坂 船崎　敏伸 ● 大阪アーバン 梶谷　智紀 ●

吹田西 福原　斉 ● 大阪うつぼ （住吉　依子） ●

高槻 欠席 大阪西 （木村　友昭） ●

高槻東 瀧井　斉 大阪 （近藤　康之） ●

高槻西 長谷川　博之 ● 大阪イブニング 奥　公男 ●

（生駒　智人） ● 大阪平野 大西　浩平

（佐藤　多加志） ● 大阪城南 細川　直人

大東中央 大東　雅代 ● 大阪中之島 （檜皮　悦子）

鹿浦　佳子 ● 大阪大手前 柴田　博文 ●

仲宗根　宏樹 ● 大阪咲洲 欠席

門真 濱中　早苗 ● 大阪東南 村上　幸史

交野 伊藤　元英 ● 大阪天満橋 坂口　雅俊 ●

香里園 欠席 大阪天王寺 森田　茂樹 ●

くずは 宮地　康弘 ● 大阪帝塚山 山下　義一 ●

守口 松本　誠也 ●

守口イブニング 水谷　武志 ●

寝屋川 中村　健史 ● クラブ名 氏　名

別所　健 大阪中央RAC 柳木　健 ●

山本　博通 枚方RAC 田代　萌々花

大阪城東 中山　浩志 ● 枚方RAC 山口　公平

大阪城北 飯田　亮真 ● 大阪東RAC 王前　雪子

大阪鶴見 中森　恭平 ● 大阪難波RAC 福永　翔太

大阪難波RAC 加藤　大樹

氏　名 大阪難波RAC 山本　豪 ●

本田　丈歩 大阪難波RAC 林　雄大 ●

坂口　雄哉 八尾RAC 栗山　恭章

池島　詠美 ● 大阪天満橋RAC 藤戸　凌 ●

● オンライン参加

大東

3
組

2
組

2022-2023年度 クラブ青少年奉仕合同委員長会議 出席者一覧表②
（敬称略）

6
組

大阪御堂筋本町

東大阪

東大阪東

大阪水都

1
組 4

組

5
組

大阪西南

地区ローターアクト代表（新大阪RAC）

ロータリー学友会 会長

Team RYLA 代表

所属・役職

大阪東

枚方
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【資料②】
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【資料③】
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ロータリー学友会を
知ってください 

ぜひ入会・登録を
お願いいたします

【ロータリー学友会への入会はこちら】
https://forms.gle/ENooK9pycNZdVStB9

1

2
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【資料④】
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【資料⑤】
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【資料⑥】
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