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本日は、枚方ロータリークラブから村田様、名誉会員の伏見枚方市長、
ようこそお越し頂きました。ありがとうございます。伏見名誉会員は市
政に頑張っておられる事、フェイスブックでもよく見ています。伏見さ
んは元々大阪中之島の正員でしたが、公職に就かれたため名誉会員
になっています。

井本さんのお父様のお通夜・ご葬儀が週末にとり行われました。会員
の方々からの弔意ありがとうございました。

会長挨拶
会長　北村 讓

本日のプログラム
♬SONG : 「4つのテスト」
■本年度最終夜例会　移動例会
　場所：大阪城西の丸庭園 大阪迎賓館
　例会：18：00～18：30
　新入会員歓迎会：18：40～20：30
●卓話　会長幹事退任挨拶
　北村 讓 会長
　嶽下 勇治 幹事
※次週6月30日（木）の例会は休会です。
　お間違えの無いようにお願い致します。

次回 7/7 のお知らせ

ロータリー親睦活動月間
月間テーマ（6月）

2022年6月23日
第1348回（本年度 第32回）例会

（ 6月16日）

♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
■本年度初例会
●卓話　会長・幹事活動方針
　栗山 博道 会長
　井本 万尋 幹事



今日は、新しい会員の方も増えましたので、少し規定
審議会の事をお話しようと思います。ロータリーの友
6月号の記事からです。

1905年2月23日にシカゴロータリークラブが創立し
て5年後くらいからクラブ数、会員数が徐々に増え、
10年後にはクラブ数が200を越え、会員数も3万人
近くなってきました。その後、急激にクラブ数、会員数
が増加しました。当初、年1回の全体の会合も全国大
会と称していましたが、アメリカ国内から他国にまで
クラブが設立され国際大会となりました。それでも、
1933年までは国際大会本会議で議案を提出し出席
者全員で討議し規定を決めていたようです。しかし、
参加者が多くなりすぎ充分審議できない状況になっ
たようで、1934年から国際大会前に規定審議会が開
催され審議が行われるようになったようです。1970
年からは毎年の開催を遇数年開催に、1974年から
は3年に一回の開催となりました。現在、1地区で5件
まで制定案を提出できます。

私たち地域のロータリークラブに規定審議会で決定
されて特に関係ある規定は、

①例会関係では、メークアップについては例会の前
後6日→前後7日間→前後14日間→同年度内と変
わっています。

②例会開催は、毎週1回→年2回まで休会ができる→
年4回まで→例会は最低月2回以上開催しなけれ
ばならないと変わっています。

③例会の出席義務は、年間例会のホームクラブ30%
以上・全例会の60%以上→全例会の50%以上（大
阪中之島は細則で60%以上）と変わってきています。

上記以外にも相互参加型のウエブ例会が認められE
クラブ数の制限がなくなり、ロータリー衛星クラブも
認められました。

職業分類についても制限が廃止になりました。

2021-22年度第1347回（第31回例会）
幹事報告 (6/16)

幹事  嶽下 勇治

みなさんこんにちは。
本日は、新入会員の自己紹介となっています。
堀口会員、松永会員よろしくお願いします。

（6月の行事予定）

■6月23日（木）、最終例会、会長・幹事退任あいさつ。
　下期半期新入会員歓迎会。

　大阪城西の丸庭園大阪迎賓館
　　18：00～例会
　　18：30～新入会員歓迎会
　　場所：大阪市中央区大阪城2
　　TEL. 06-6136-8168

（地区関係）

■3年に一度開催されます国際ロータリー規定審議
会の報告会が6月25日に開催されます。

　（大阪YMCA国際文化センター及びZOOMウェビ
ナーでのハイブリッド方式）

本日で、本年度の幹事報告は終了することとなります。
来週、退任のあいさつをすることになっていますが、
1年間ありがとうございました。

ローターアクターがロータリーの正会員になることも
認められました。

等々、これ以外にも多く決まったものがあります。

色々な規定を世界のクラブから各地区を通して提案
され、承認されたものが新しい規定となっています。
当初のロータリーから規定は大きく変わっています
が、「ロータリーの基本理念」は変わっていません。

ロータリーの歴史を知ることもロータリアンにとって
大事だと思います。

ありがとうございました。



自己紹介

堀口 大介 会員、松永 富夫 会員

堀口 大介 会員

私は大阪天満で、祖父が左官、父が工務店を経営し
ている家に生まれました。

幼稚園、小学校、中学校は地元の学校に通っており、
小学校は5、6年時にサッカーをしておりました。野球
の方がよかったのですが、父の勧めでサッカーをしま
した。

現在はサッカーより野球の方が好きです。

中学は陸上部で長距離をしており、その頃の友人で
マラソンをしている者に中学に長距離してたからい
けるやろと誘われますが、このような体型になってし
まってるので、無理だと答えております。

高校は私立のあまり出来のいい高校に行きました。

それでも大学に進学したく、その学校にありました進
学クラスに入り勉強しておりました。

大学は桃山学院大学に進学致しました。

当初、目標にしておりました学校や学部と違った為、
やる気を無くしフラフラしており、何度か留年し、やっ
と卒業致しました。

卒業後は父の口利きで、当ロータリーの元会員であ
ります中道さんの会社である、中道組さんの方に就
職致しました。

7年程在職した後、父から戻って来るよう言われ父の
会社に転職致しました。

その父も私が父の会社に入って、約1年半程で亡くな
り、その間、一緒に得意先をまわるという事も無かっ
た為、引き継ぎの挨拶に行った際にはある得意先の
方には「君は誰や」と言われた事もありました。

現在、7年半程経ちましたが、何とか会社の方は持ち
堪えおります。

今後、皆様にはお世話になる事が多々あるかとは存
じますが、どうぞどうぞよろしくお願い致します。

松永 富夫 会員

はじめましてO・S産業株式会社の松永富夫（まつな
がとみお）です。

現在の主要業務はファッションビル「ジ・アトリウム」
の管理です。

心斎橋で生まれ育ち、子供にとっては劣悪な環境の
中、なんとか55歳まで成長致しました。

既に統合・廃園されておりますが、大宝（だいほう）幼
稚園は北村会長の後輩にあたります。

元々着物の仕立屋（和裁業）を生業とし、屋号ができ
てから120年、私で4代目になります。

また大戦下を生き抜いた祖父の隔世遺伝から、私自
身ミリタリーオタクと化し、軍用機雑誌「航空ファン」
の連載執筆やメーカー様のご依頼で展示模型の製
作なども行っております。

こう見えましても「職人」でありますので、徹夜・断食は
当たり前、不摂生な生活を繰り返しており、例会にも
中々参加できませんが、会費だけはきちんとお納め
させていただきますので、お見捨てなく温かい目で
見守ってやってくださいませ。

今後ともよろしくお願いいたします。



Congratulations!

早瀬会員が米山奨学委員会より米山功労者の
表彰を受けました。

日　時：2022年6月16日（木）　13：40～14：50
場　所：ホテルニューオータニ B1F
出席者：栗山・北村（讓）・戸田・村上・辻・村橋・北村（薫）・北口・嶽下・上瀬・西田・檜皮・井本・藤本　以上14名（敬称略）
配布資料：1．2022-23年度年間行事計画　2．2022-23年度理事・役員・委員会組織、委員会構成表

2022-2023 年度 第1回　7月度定例理事会議事録

名誉会員の伏見 隆 枚方市長がお見えになりました。

開会の挨拶（栗山会長）

これから1年間、理事・役員の皆様には大変お世話に
なると存じますが、どうぞ宜しくお願い致します。

【報告・審議事項】

1. 年間行事計画の件
・7月21日（木）移動例会

場所：ザ・ガーデンオリエンタル大阪

クラブフォーラム・8月度第2回理事会

　⇒「承認」

・7月21日（木）18：00～　直前会長・幹事慰労会

場所：天満橋キャッスルホテル　天満橋　錦城閣

・8月2日（火）～3日（水）

インターアクトクラブ広島国内研修

・8月9日（火）社会奉仕委員会「夏祭り」

2. 名誉会員の件
細則　名誉会員規定に基づいて手続きを行う

※すでに承認済みの名誉会員については推薦者に推

薦状を提出してもらう

　⇒［ 承認 ］

3. 事務局雇用契約更新の件

・事務局の労働条件を確認する

・出勤簿を作成しその管理を幹事が行なう

4. 新理事懇親会の件
7月28日（木）18：00～

場所：竹葉亭南御堂店

5. 新会員候補者の件

・宗森厚樹氏　⇒［ 承認 ］

閉会挨拶（戸田会長エレクト）

皆様、お疲れ様でした。

入会希望者がありクラブの会員数が増える事でさら

に魅力あるクラブになって行く事を願っております。



2021年

 7月 1日 1317 ・辻一夫会長体調不良による欠席のため、当分の間、栗山博道会長エレクトが代行す

る。点鐘は、ベッツを受けた直近元会長の西田末彦会員が代行する。

    ・栗博道会長エレクト・嶽下勇治幹事活動方針発表

  3日  RI第3地域ロータリー戦略計画推進セミナーが開催　～高島凱夫会員が参加

  8日 1318 四大奉仕委員長活動方針発表

    戸田佳孝クラブ奉仕委員長、小林俊統職業奉仕委員長、上瀬匠社会・青少年奉仕委

員長、植屋亨国際奉仕委員長

  15日 1319 ・クラブ奉仕委員会クラブフォーラム　戸田佳孝委員長

    ・第2回8月度理事会開催

    ・高島凱夫会員に地域リーダーへの感謝状が贈られた。

    　2020-21年度国際ロータリー会長　ホルガー・クナーク

    　2020-21年度国際ロータリー財団管理委員長　K.R. ラビンドラン

  21日  IM6組会長・幹事会（六輪会）　ホテルモントレグラスミア大阪～にて

  22日 休会 祝日により休会（海の日）

  29日 1320 各小委員会、会計、SAA活動方針発表

    丸山澄高会計、北村讓SAA、村上俊二会員増強・維持委員長、栗山博道例会運営委員

長、佐賀野雅之親睦活動委員長、村橋義晃会員研修委員長、檜皮青少年奉仕委員長

 8月 5日 1321 ・会員増強・維持小委員会卓話：村上俊二委員長

     地区クラブ奉仕・拡大増強委員会　浜田篤介委員長

    ・第3回9月度理事会開催

    ・指名委員会開催

  12日 休会 定款により休会

  19日 1322 卓話：高島凱夫会員

  26日 1323 ・吉村昭ガバナー補佐訪問

    ・卓話：戸田佳孝会員

    ・第一回クラブ協議会開催

  28日  ・（地区）クラブ青少年奉仕合同委員長会議（Zoomウェビナー）：檜皮悦子委員長

    ・（地区）公共イメージ向上並びにクラブビジョン策定セミナー（Zoomウェビナー）：ク

ラブ会長、戦略計画委員長、広報担当委員長

 9月 2日 1324 ・吉川秀隆ガバナー公式訪問日　同行者：生駒伸夫地区副代表幹事

    ・理事・役員との懇談会

  4日  ・（地区）米山奨学委員長、カウンセラー研修会（Zoomウェビナー）

    　出席者　米山奨学担当：吉田了、カウンセラー：植屋亨

    ・（地区）ロータリー財団セミナー（Zoomウェビナー）

    　出席者　会長代理、幹事、安達昌弘ロータリー財団委員長

  9日 休会 臨時休会

  16日 休会 ・臨時休会

    ・第4回10月度理事会開催　大観苑～にて

  23日 休会 祝日により休会（秋分の日）

  30日 休会 臨時休会

 10月 7日 休会 臨時休会

  14日 1325 ・米山奨学委員会卓話：米山奨学担当吉田了会員

    ・第五回11月度理事会開催

    ・次年度理事・役員及び地区出向者発表

  21日 休会 ・定款により休会

    ・理事・役員・SAA懇親会開催　而今～にて

  23日  ・（地区）クラブ国際奉仕委員長会議　会場orオンライン

    ・（地区）クラブ社会奉仕委員長会議　会場orオンライン

  28日 1326 創立29周年記念例会　昼例会　親睦活動小委員会：佐賀野雅行委員長

  30日  秋のRYLA　オンラインセミナー　～11/3

  31日  （地区）インターアクトクラブ年次大会　オンライン開催

 11月 4日 1327 卓話：上山英雄会員

  6日  （地区）クラブ職業奉仕委員長会議　会場orオンライン

2021-2022年度 Rotary International District 2660
大阪中之島RC　1年のあゆみ

日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

4日（木）

11日（木）

18日（木）

25日（木）

1353

-

1354

1355

5

-

6

7

休会：祝日（山の日）

ガバナー補佐訪問日

会員増強維持委員会：
嶽下委員長

卓話担当：辻会員

卓話担当：上瀬会員

第3回9月度理事会

第1回クラブ協議会

指名委員会

IAC国内研修
　日程：8/2～3

クラブ職業奉仕委員長会議
　日程：8/6（土）
　会場：大阪YMCA国際文化センター

社会奉仕委員会【夏祭り】
　日程：8/9（火）

【’22年8月 行事予定】　（会員増強・新クラブ結成推進月間）

日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

1日（木）

8日（木）

15日（木）

22日（木）

29日（木）

1356

1357

1358

-

1359

8

9

10

-

11

ガバナー公式訪問日

臨時総会（事業・決算報告）

休会：祝日の週（9/23 秋分の日）

宮里ガバナー訪問日

卓話担当：北口会員

事業報告：嶽下前幹事
会計報告：嶽下前幹事
会計監査：西田会員

卓話担当：北村（薫）会員

第4回10月度理事会

地区ロータリー財団セミナー
　日程：9/3（土）
　会場：大阪YMCA国際文化センター

クラブ国際奉仕・社会奉仕合同委員長会議
　日程：9/17（土）
　会場：大阪YMCA国際文化センター

秋のRYLA（ホストクラブ：茨木RC）
　日程：9/23（金）～25（日）
　会場：パナソニックリゾート大阪

【’22年9月 行事予定】　（基本的教育と識字率向上月間／ロータリーの友月間）

【’22年7月 行事予定】
日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

7日（木）

14日（木）

21日（木）

28日（木）

1349

1350

1351

1352

1

2

3

4

会長・幹事方針

五大奉仕委員長方針

クラブ奉仕委員会
クラブフォーラム

(小）委員会活動方針

第2回8月度理事会

栗山会長・井本幹事

村上（クラブ）、北村薫（職業）、
北口（社会）、檜皮（青少年）、
高島（国際）

クラブ奉仕委員会：
村上委員長

村橋（SAA）、辻（会計）、戸田
（例会運営）、嶽下（会員増強）、
西田（研修）、上瀬（親睦）

合同地区委員会
　日程：7/16（土）
　会場：大阪YMCA国際文化センター

クラブ米山委員長・カウンセラー研修会
　日程：7/23（土）
　会場：大阪YMCA国際文化センター

IM6組会長幹事会（第2回）
　日程：7/19（火）18：00
　会場：大阪倶楽部
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  26日 1323 ・吉村昭ガバナー補佐訪問

    ・卓話：戸田佳孝会員

    ・第一回クラブ協議会開催

  28日  ・（地区）クラブ青少年奉仕合同委員長会議（Zoomウェビナー）：檜皮悦子委員長

    ・（地区）公共イメージ向上並びにクラブビジョン策定セミナー（Zoomウェビナー）：ク

ラブ会長、戦略計画委員長、広報担当委員長

 9月 2日 1324 ・吉川秀隆ガバナー公式訪問日　同行者：生駒伸夫地区副代表幹事

    ・理事・役員との懇談会

  4日  ・（地区）米山奨学委員長、カウンセラー研修会（Zoomウェビナー）

    　出席者　米山奨学担当：吉田了、カウンセラー：植屋亨

    ・（地区）ロータリー財団セミナー（Zoomウェビナー）

    　出席者　会長代理、幹事、安達昌弘ロータリー財団委員長

  9日 休会 臨時休会

  16日 休会 ・臨時休会

    ・第4回10月度理事会開催　大観苑～にて

  23日 休会 祝日により休会（秋分の日）

  30日 休会 臨時休会

 10月 7日 休会 臨時休会

  14日 1325 ・米山奨学委員会卓話：米山奨学担当吉田了会員

    ・第五回11月度理事会開催

    ・次年度理事・役員及び地区出向者発表

  21日 休会 ・定款により休会

    ・理事・役員・SAA懇親会開催　而今～にて

  23日  ・（地区）クラブ国際奉仕委員長会議　会場orオンライン

    ・（地区）クラブ社会奉仕委員長会議　会場orオンライン

  28日 1326 創立29周年記念例会　昼例会　親睦活動小委員会：佐賀野雅行委員長

  30日  秋のRYLA　オンラインセミナー　～11/3

  31日  （地区）インターアクトクラブ年次大会　オンライン開催

 11月 4日 1327 卓話：上山英雄会員

  6日  （地区）クラブ職業奉仕委員長会議　会場orオンライン



  11日 1328 臨時総会

    ①事業報告：村上俊二前幹事　②決算報告：檜皮悦子前会計　③会計監査：西田末

彦会員

  18日 1329 ・ロータリー財団委員長卓話：国際奉仕委員会R財団担当 安達昌弘会員

    ・年次総会開催

     次年度理事・役員決定

    ・第6回12月度理事会開催

  25日 休会 定款により休会

  28日  （地区）ロータリー学友会　秋のイベント開催

 12月 2日 1330 卓話：戸田佳孝会員

  3日  地区大会　大阪国際会議場　～にて　開会13：00

  9日  例会日変更　→ 12/11　クリスマス家族会

  11日 1331 ・例会orクリスマス家族会　親睦活動小委員会：佐賀野雅之委員長

    ・新入会員入会式　清水博之会員

  16日 1332 ・委員会報告

    ・第7回1月度理事会開催

  　   辻会長が再入院となり、本人からこれ以上の会長任務は無理であり辞退したい旨の

申しでがあり理事会で、北村讓元会長にしていただくことに決定した。

  22日  インターアクトクラブ　クリスマス会開催　

  23日 休会 定款により休会

  30日 休会 定款により休会

2022年

 1月 6日 1333 ・北村新会長・嶽下幹事新年の挨拶

    ・第8回2月度理事会開催

  13日 休会 ・定款により休会

    ・台北から大阪府医師会へ寄贈される医療用マスク120,960枚を会員総出で大阪府

医師会看護専門学校へ全量納品完了した。

  20日 1334 ・コロナ対応として、Zoom併用のハイブリッド例会とした。

    ・職業奉仕委員会のクラブフォーラムが中止となったため、卓話の時間をZoom参加

者全員から意見を聞くこととした。

    ・新入会員入会式　新レイシ会員

  21日  野球同好会　新年会及び清水会員歓迎会開催　てっちり修玄　～にて

  27日 1335 ・ハイブリッド例会

    ・上半期新入会員歓迎会は中止となったが、例会は予定通り開催した。

     例会場変更：ホテルニューオータニ大阪 大観苑

     18：00  費用負担2,000円個人負担

 2月 3日 休会 臨時休会

  10日 休会 ・臨時休会

    ・台北からの医療用マスク贈呈式を実施した。

     北村讓会長挨拶、高島凱夫パストガバナー経緯説明、吉川秀隆ガバナー挨拶・目録

手渡し

     大阪府医師会館　～にて



  17日 休会 臨時休会

  24日 休会 定款により休会　

 3月 3日 1336 ・本日から、スクール形式による例会（対面参加が難しい方のみオンライン参加を認

める）

    ・吉村昭ガバナー補佐訪問

    ・クラブ協議会開催

    ・新入会員入会式　堀口大介会員

    ・卓話：吉田了会員

  17日 1337 ・卓話：安達昌弘会員

    ・第2回ノミニー理事会開催

    ・第10回4月度理事会開催

    ・臨時総会　細則第19条改正案承認

   　  改正案予告は「各会員に郵送」 →「各会員にメール又は郵送」とする。

  19日  インターアクトスピーチコンテスト開催　開明中学校・高等学校 ～にて　大阪東RC

との合同奉仕事業

  24日 1338 三世代合同懇親会（合同事業中止のため懇親会のみ実施）　鳳凰の間～にて

  31日 1339 新入会員自己紹介：清水博之会員、新レイシ会員

 4月 7日 1340 ・辻一夫直前会長が4月3日10時22分逝去

    ・国際奉仕委員会のクラブフォーラム：植屋亨委員長

    ・ビジター　大阪東南RC北村会長、井上職業奉仕委員長

    ・（地区）新規米山奨学生「オリエンテーション」　村木博行次年度カウンセラー

     新奨学生 リュウ ペイジョン　台湾　女性

  9日  （地区）地区研修・協議会開催　大阪国際会議場～にて

  14日 1341 卓話：福田忠博会員

  21日 1342 ・卓話：早瀬道圓会員　「大阪水上隣保館の歴史」　児童心理治療施設ひびき施設

長　高山玄史氏

    ・第11回5月度理事会開催

    ・第3回ノミニー理事会開催

    ・新入会員入会式　松永富夫会員

  28日 休会 ・定款により休会

    ・大阪東南RCとの合同出前授業　戸田佳孝会員　中之島フェスティバルタワー18

階朝日カルチャーセンター～にて

 5月 5日 休会 祝日により休会（子供の日）

  12日 1343 ・本日からクールビス実施

    ・社会奉仕委員会と青少年奉仕小委員会との合同クラブフォーラム　上瀬匠社会奉

仕委員長、檜皮悦子青少年委員長

  19日 休会 臨時休会

  21日  IM6組ロータリーデー　会員コロナ感染のため出席自粛。高島会員が参加した。

    四天王寺高等学校・四天王寺中学校和光館～にて

  26日 1344 ・5月1日　針谷紘一名誉会員逝去

    ・卓話：植屋亨会員

    ・新旧合同クラブ協議会開催



6月16日のメニュー

・中華冷菜2種盛り
・卵白フカヒレスープ
・海老のチリソース
・豚肉の黒胡椒炒め
・五目炒飯
・フルーツ入り杏仁豆腐
・コーヒー

  28日  （地区）地区会員増強セミナー

 6月 1日  IM6組　会長・幹事会開催

  2日 1345 委員会報告

  9日 1346 卓話：藤本淳司会員

  16日 1347 新入会員自己紹介：堀口大介会員、松永富夫会員

  23日 1348 ・最終例会　会長幹事退任あいさつ　北村讓会長、嶽下勇治幹事

    ・新入会員歓迎会（上半期歓迎会はコロナで中止のため、全新入会員対象）

     大阪城西西の丸庭園大阪迎賓館～にて

     18：00～例会

     18：30～新入会員歓迎会　清水博之会員、新レイシ会員、堀口大介会員、

    　　　　　　　　　　　　 松永富夫会員

  30日 休会 定款により休会

計画：1317～1356（40回）

実績：1317～1348（32回、臨時休会8回）

永遠の野球少年たち～良き仲間と楽しい野球、そして出来れば勝ちたい野球…甲子園で会いましょう野球

野球同好会 野球同好会  岡本 啓吾



ニコニコBOX16
6

北村（讓）：伏見さん、村田さんご訪問ありがとうござい
ます。

戸田：堀口さん、松永さん自己紹介を楽しみにしてい
ます。

嶽下：伏見市長、ようこそお越しいただきました。ニコ
ニコ

村木：堀口会員、松永会員、卓話楽しみです。ニコニコ

上瀬：本日の自己紹介楽しみにしております。

植屋：松永会員、堀口会員よろしくお願いいたします。

檜皮：伏見市長、ようこそお越しくださいました。
松永会員、堀口会員自己紹介楽しみにしており
ます。

村上：堀口さん、松永さん自己紹介楽しみです。

新：新入会員自己紹介を楽しみにしております。

井本：先日は父の通夜、告別式に伴いたくさんのお言
葉、お花、ご参列いただき誠にありがとうござい
ました。

北口：最終例会は出張のため欠席します。来年度もよ
ろしくお願いいたします。ニコニコ

前田：先週土曜日、久しぶりにニューオータニで太鼓
を叩きました。知人の子息の結婚式でした。気
持ちよかったなあ！

満村：ニコニコ

下岡：伏見市長、久しぶりですね。

吉田：ニコニコ

名誉会員 伏見隆：
いつもお世話になり有難うございます。
今日は楽しみにしております。よろしくお願いい
たします。

本日合計 : ￥40,000
累　計 : ￥1,393,000

●出席報告
会員数 36名 国内ビジター 1名
名誉会員数 6名 外国ビジター 0名
出席者 31名 国内ゲスト 1名
欠席者 5名 外国ゲスト 0名

出席率 86.11 %
5月26日の修正出席率 83.33 %

●本日のビジター
枚方RC 村田 孝義 様

●本日のゲスト
名誉会員 伏見 　隆 様

［日時］2022年6月23日（木）
［開場］大阪城西の丸庭園 大阪迎賓館

〈例　　　会〉18：00～18：30
例会開場  司会進行
   SAA　村木 博行
開場点鐘  会　　長
   北村 　讓
ロータリーソング ソング委員
   小林 俊統
会長退任挨拶 会　　長
   北村 　讓
幹事退任挨拶 幹　　事
   嶽下 勇治
幹事報告  次年度幹事
   井本 万尋
出席率報告 出席委員
   上山 英雄
ニコニコ発表 SAA 
閉会点鐘  会　　長
   北村 　讓

〈懇　親　会〉18：40～21：00
18：40 開　　会 司会進行親睦委員長
   佐賀野 雅行
18：41 開会挨拶 親睦委員長
   佐賀野 雅行
18：45 乾　　杯 会長エレクト
   栗山 博道
 　  ～ 会 食 ・ 歓 談 ～
18：55 表　　彰
 ・米山功労賞
 ・ニコニコ大賞
 ・優秀奉仕賞
19：20 新入会員の挨拶
 　新入会員 清水博之・新レイシ・
  堀口大介・松永富夫
20：50 閉会挨拶 会長ノミニー
   戸田 佳孝
20：55 手に手つないで（歌のみ）
 ソング委員　小林 俊統

21：00 閉　　会

大阪中之島ロータリークラブ
最終例会・懇親会プログラム


