
Rotary International District 2660
Service Above Self - One Profits Most Who Serves Best 

国際ロータリー第 2660 地区 

2021-22 年度 クラブ社会奉仕委員長会議 

日 時： 2021 年 10 月 23 日（土）14:30～16:30 
Zoom ウェビナー：

https://us02web.zoom.us/j/81198701360?pwd=ZkthSUZzdWI2dDk4bUUrK3RzSFd2dz09
ミーティング ID: 811 9870 1360 
パスコード: 137303 

場 所： 大阪 YMCA 国際文化センター2階ホール 
並びに オンライン 

司 会： 地区社会奉仕副委員長 山村 幸久

次  第
 （敬称略） 

議事 担当 

1 出席者紹介・資料確認 
地区社会奉仕委員会 

副委員長 山村 幸久 

2 ガバナー挨拶 ガバナー 吉川 秀隆 

3 委員長挨拶および 

今年度の活動報告とお願い 

地区社会奉仕委員会 

委員長  徳山 善雄 

4 地区で学んだこと 

～私の考える社会奉仕の基本～ 

地区社会奉仕委員会 

2020-21年度委員長 森垣 佳子 

5 

クラブ社会奉仕活動の紹介 

（大阪鶴見 RC）with コロナ時代の社会奉仕活動

  事例と考え方 

（大阪船場 RC）コロナ禍における奉仕活動 

副委員長 山崎 修一 

委員 澤田 宗久 

6 大阪府における薬物乱用の現状について 
大阪府健康医療部 生活衛生室薬務課 

総括主査 岡本 智子 様

7 第一回地区献血報告、全国一斉献血、 

ローターアクト広報（DVD 視聴） 

2021-22 年度 

地区ローターアクト代表 重留 里咲

8 講評と閉会挨拶 顧問団・直前ガバナー 簡 仁一 

◆配布資料一覧 ◆ 

①次第 

②出席者一覧 

③委員長挨拶および今年度の活動報告とお願い 

④大阪府における薬物乱用の現状について 

別添：薬物乱用防止啓発資材セット 

※本日のオンライン配信は録画をしています。 

録画した動画は、行事の記録として地区のウェブサイトのパスワード付のページ「地区内行事録画」

に掲載をいたします。 

資料①



（敬称略）

役　職 氏　名 クラブ名 役　職 氏　名 クラブ名

ガバナー 吉川　秀隆 大阪 地区研修委員 ●樋口　信治 大阪

顧問団　パストガバナー 山本　博史 大阪南 地区研修委員 ●中島　清治 大阪天満橋

顧問団　パストガバナー 四宮　孝郎 大阪西南 地区研修委員 ●藤井　眞澄 大阪南

顧問団　直前ガバナー 簡　仁一 茨木 地区研修委員 清水　久博 大阪南

ガバナーエレクト 宮里　唯子 茨木西
地区研修委員・ロータリー財団委員会

補助金小委員会　委員長
新堂　博 大阪城北

ガバナーノミニー・
I.M.第1組ガバナー補佐

延原　健二 大阪大淀
ロータリー財団委員会

資金管理小委員会　委員長
（相馬　康人） 八尾

I.M.第3組ガバナー補佐 ●森本　匡昭 大阪城北 社会奉仕委員会　前年度委員長 森垣　佳子 大阪城北

I.M.第4組ガバナー補佐 大谷　隆英 大阪柏原 社会奉仕委員会　委員長 徳山　善雄 大阪リバーサイド

I.M.第5組ガバナー補佐 柿本　円 大阪リバーサイド 副委員長 髙木　大介 高槻東

I.M.第6組ガバナー補佐 吉村　昭 大阪平野 副委員長 山村　幸久 大阪梅田東

I.M.第1組ガバナー補佐エレクト ●神寳　敏夫 大阪梅田 副委員長 山崎　修一 大阪鶴見

I.M.第2組ガバナー補佐エレクト ●伊藤　智秋 高槻 副委員長 平山　直樹 吹田

I.M.第3組ガバナー補佐エレクト 塩谷　眞治 大阪東 委員 青田　朝代 大東中央

I.M.第4組ガバナー補佐エレクト ●伴井　敬司 大阪難波 委員 奥村　隆司 大阪梅田

I.M.第5組ガバナー補佐エレクト ●小山　章松 大阪船場 委員 河合　一人 高槻

I.M.第6組ガバナー補佐エレクト 若宮　邦弘 大阪天王寺 委員 澤田　宗久 大阪船場

地区代表幹事 早嶋　茂 大阪 委員 庄田　佳保里 池田くれは

次年度代表幹事 ●下條　泰利 大阪南 委員 山本　晃道 大阪北梅田

地区副代表幹事 生駒　伸夫 大阪 委員 長谷川　泰正 大阪北

地区副代表幹事 ●井戸　剛 大阪 委員 近藤　亘 吹田西

地区常任幹事 ●奥田　吾朗 大阪 委員 家喜　俊也 大阪城北

委員 御木　威 大阪天満橋

国際ロータリー第2660地区 2021-22年度クラブ社会奉仕委員長会議 出席者一覧 ①

● はオンライン参加　　　（　　　）はクラブ担当兼任

地区関係者31名(ｵﾝﾗｲﾝ11名) ・ クラブ23名(ｵﾝﾗｲﾝ52名)

　　　　　　合計117名
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ＩＭ クラブ名
社会奉仕委員長
（代理の方含む）

参加方法 ＩＭ クラブ名
社会奉仕委員長
（代理の方含む）

参加方法

池田 暮部　光昭 ○ 東大阪 松田　和人 オンライン

池田くれは 今井　卓哉 オンライン 東大阪東 小畑　治彦 ○

箕面 西脇　悟 ○ 東大阪西 中西　英二 ○

箕面千里中央 欠席 × 東大阪中央 尾﨑　元 オンライン

大阪水都 松村　安之 ○ 東大阪みどり 阪田　克英 ○

大阪中央 欠席 × 大阪柏原 山田　恭子 オンライン

大阪北梅田 和氣　主 オンライン 大阪御堂筋本町 髙原　政巳 オンライン

大阪北 坂下　清信 ○ 大阪難波 三島　敏宏 オンライン

大阪大淀 辻　祥光 オンライン 大阪ネクスト 梅田　幸久 オンライン

大阪そねざき 髙岡　勇介 オンライン 大阪南 小畑　剛平 オンライン

大阪梅田 李　明姫 オンライン 八尾 相馬　康人 ○

大阪梅田東 磯田　宗孝 ○ 八尾中央 露原 行隆 オンライン

豊中 森本　博明 オンライン 八尾東 中澤　剛 オンライン

豊中千里 由利　佳久 オンライン 大阪堂島 村川　幸作 オンライン

豊中南 水野　茂 オンライン 大阪フレンド 深澤　一紀 オンライン

殿村　昌弘 ○ 大阪西北 井上　芳郎 ○

久保　秀一 ○ 大阪リバーサイド 横田　泰介 ○

茨木東 平松　克一 ○ 大阪船場 中嶋　啓至 オンライン

茨木西 敷知　龍一 オンライン 大阪心斎橋 田中　義和 オンライン

大阪東淀ちゃやまち 前田　要之助 オンライン 大阪西南 摩季　れい子 オンライン

大阪淀川 今城　賢 オンライン 大阪ユニバーサルシティ 西田　正裕 オンライン

千里 上橋　芳雄 オンライン 大阪アーバン 岩﨑　雅己 ○

千里メイプル 水島　洋 オンライン 大阪うつぼ 中西　義彦 オンライン

摂津 堤　志緒 オンライン 大阪西 松坂　英孝 オンライン

新大阪 片岡　重裕 オンライン 大阪 衣斐　茂樹 オンライン

吹田 伊藤　眞里 ○ 大阪イブニング 欠席 ×

吹田江坂 吉野　通洋 オンライン 大阪平野 浅野　隆弘 オンライン

吹田西 橋本　幸治 オンライン 大阪城南 松田 振興 オンライン

高槻 篠原　光子 オンライン 大阪中之島 上瀬　匠 ○

高槻東 森田　真弘 オンライン 大阪大手前 中野　裕司 ○

高槻西 中川　雄大 オンライン 大阪咲洲 上田　彰 オンライン

大東 杉原　巨峰 オンライン 大阪東南 川上　知紀 オンライン

大東中央 （青田　朝代） 大阪天満橋 箕村　保 オンライン

枚方 河本　能久 オンライン 大阪天王寺 桐山　和謙 ○

門真 橋本　一行 ○ 大阪帝塚山 東　光宏 ○

交野 西田　輝 オンライン

香里園 欠席 ×

くずは 姫島　大介 オンライン

守口 竹嶋　修一郎 オンライン 会場 23

守口イブニング 福田　治夫 オンライン オンライン 52

寝屋川 前田　浩輝 オンライン 欠席 4

大阪東 南　幸治 ○ 出席者　合計 75

大阪城東 吉井　朋子 オンライン

大阪城北 岩田　潤 オンライン

大阪鶴見 水口　敦司 ○
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