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本日の例会 （第 671 回例会） 

2011 年７月７日(木) 

◆各種お祝い◆出席報告◆会長の時間 

◆幹事報告◆委員会報告◆ＳＡＡ報告 

2011-12 年度 初例会 

会長・幹事就任挨拶 
「例会終了後 ７月度理事会」 

次回の例会予告（第 672 回例会） 

2011 年７月 14 日(木) 

例会場変更 

場所 [たぬき寿司] 

次々回の例会予告（第 673 回例会）

2011 年７月 21 日(木) 

内部卓話 向井 利之 

「コミュニケーション」 

会 員 総 数 ３４名 
本日(６月２３日)の出席 ２７名 
(内出席率計算会員) ２７名 
本 日 の 出 席 率 82.4％ 
修正出席率 (６/５) ９７％ 

出席報告 ６月１６日 
 

2010－2011 年度 最終例会＆会長・幹事慰労会 

６月２３日(木) ライフガーデン堺ホール 

本日のお客様 
地区代表幹事 

大阪狭山ＲＣ 松生 満 様 

上田 興子 様（会員ご家族） 

山田 柊  様（会員ご家族） 
 



 

 

例会の記録 (第６７０回例会)             ･･････ ６月 ２３日･･････ 
 

[唱和] 

「BUILDING COMMUNITIES BRIDING CONTINENTS」「地域を育み、大陸をつなぐ」   

「奉仕の理想」  

ガバナー年度を終えて 

              

 

国際ロータリー第２６４０地区 

直前ガバナー 米田眞理子 

 

ガバナーノミニーとして１０ヶ月余り、ガバナーエレクトとして１年、 ガバナーとして１年、お陰

様でほぼ３年の間、堺フェニックスRC皆様の温かいご支援を頂き、６月30日をもって無事ガバナーと

しての任務を終了することができました。 

 新クラブとして、モーニング例会・ナイト例会２つのロータリークラブを創立し、３つのインターア

クトクラブを前年度創立いたしました。地区内に日本初であろうEクラブも誕生しました。前期の日本

の記録であろうと考えます。上海シンポジウム(１２０名参加）、地区大会(１,６００名参加)、インタ

ーアクトクラブ海外研修(６０名参加)、ＷＣＳ現地視察(５５名参加）、他地区の地区大会参加８回、ガ

バナー会４回、国際大会信任状提出参加、２６４０ＲＬＩ初開催(計５回研修会)、財務委員会設置、ガ

バナー指名委員会の内規設定等々、例にない多くの行事と改革をこなすことができました。ガバナーク

ラブ皆様のご支援の賜物と篤く御礼申し上げます。  

 ３月１１日には国難とも言える東日本大震災が発生しました。世界史上、未曾有の被害を受けられた

皆様方には、心よりお悔やみお見舞い申し上げます。被災地支援活動に弟 2640 地区から多数のクラブ

様ならびに会員皆様がご協力いただきました事に敬意を表したいと思います。震災支援につきましては



 

 

引き続き地区奉仕プロジェクトカウンセラーとして復興支援に取り組みたいと思っております。 

 7月 1日には大変ご立派な大澤德平パストガバナーがアクティングガバナーとして１９年ぶりに就任

されました。日本のロータリーのいや、世界のロータリーの話題と成りました。 

 大澤パストガバナー様は英知と決断力の優れた素晴らしいロータリアンでおられ、さらにＲＩ会長レ

イ・クリンギンスミス氏が、「理想のガバナーだ」と公言されて指名された方ですから、ＤＧＥの選任

について混迷を深めた第２６４０地区にとっては救世主となられることは間違いありません。そして日

本でただひとつの職業分類である｢能楽堂｣もきっと注目の的でしょう。 

 米田年度地区方針「ロータリーの未来を考え、行動するロータリアンたれ」 

これを自ら実践した一年でありました。数々の試練を乗り越えて本方針を実践できましたのは、同じ方

向を向いてくださった堺フェニックスRC皆様の温かいご支援のお陰と感謝しております。 

 前年度成果については１－13号までの月信をぜひともお読みください。 

6月28日に最終号をアップしております。 

吉川会長年度も、堺フェニックスロータリークラブが大きく、豊かに、大胆になることを願ってやみま

せん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

会長 退任挨拶   片木 修 会長  

  私は年度当初に、堺フェニックスロータリークラブの本年度の基本方針は 

「自らの足元を固めて、２６４０地区のロータリアンのために！」 

とすることを申し上げました。 

それは、ガバナークラブとして、先ず第一になすべきことは、米田眞理子２６４０地区ガバナーの運営方針に沿って

全面的に協力し、カバナーが些かの支障もなく活躍していただけるようクラブが総力を挙げて努めることであると考え

たからです。 

また、本年度はＣＬＰ方式採用２年目であり、会員はすべての委員会に属し、各委員会での活動が求められているこ

とから、それぞれが「 Ｉ Ｓｅｒｖｅ 」の精神に則りガバナークラブの会員としての自覚を常に意識して、自らがで

きることから積極的に実践していただくようお願いいたしました。 

そして、ロータリー活動の力の源泉は、なんと言っても健全な家庭であり、その次は事業の安定で、これなくしては

ロータリー活動はできないこと、つまり、「内、平らかにして、外、成る」で、家庭と仕事の安定が活力の源泉と申し上

げました。 

このことは、家庭をクラブと置き換えても同じことが言えるわけで、クラブの中が一つになっていなければ充分な力

を発揮することはできません。 

地区大会をはじめとする様々な地区行事を滞りなく遂行できましたことは、会員の皆様がこの趣旨をご理解いただき、

ご協力いただいた賜と厚く感謝申し上げる次第であります。 

また、７月の発足当時、予想もしなかったカバナーエレクトの問題についてもカバナークラブとして、大局的 

判断を誤ることなく、クラブが一つになってこれに対処できました。 

クラブの従来から行なってきた社会奉仕についても、堺市内の各種美化活動、交通安全のキャンペーンなどのほか、

ガバナー年度を記念して堺市内の施設に対する車椅子の贈呈を行い、堺市長から感謝状をいただくなどし、また、タイ

のルンピニＲＣの２０周年記念例会に出席し、姉妹クラブ締結再延長の調印式及びＷＣＳ活動など行ないました。 

会員の皆様のご協力のお陰で、子クラブの堺フラワーＲＣの創立に協力するほか、初芝立命館高等学校インターアク

トクラブに対する認証状伝達式を挙行することが出来ました。 

会員増強についても、当初の目的を果たすことができました。 

ただ、地区行事の準備やこれに対する参加のため、通常例会が当初の予定よりも内容が今ひとつと感じられることが

あったことを申し訳なく思っております。 

しかし、これも滅多に経験できないガバナー年度の地区行事に参画でき、お金で買えない勉強ができたと思ってご容

赦いただきますよう、お願い申し上げます。 

本来、参加すべき国際大会に仕事の都合で、参加できなかったことお詫び申し上げます。 

そして、至らぬ会長を支えて、クラブ運営にご協力いただいた京谷幹事をはじめとする役員、理事ならびに会員の皆

様に心から厚く御礼を申し上げます。 ありがとうございました。 



 

 

幹事 退任挨拶    京谷 知明幹事 

 

堺フェニックスRCの皆様、この一年間大変お世話になり、誠に有難うござ

いました。 
本年度は、ガバナーズクラブとして、クラブ会員の皆様には地区幹事という

大役も兼任頂きました。私もロータリーに入会して１８年が過ぎましたが、今回初めて、ガバナーズクラブを受

けるという機会に恵まれました。地区内ロータリアンの為の、素晴らしい奉仕活動であるガバナーズクラブを、

会員の皆様と共にやり遂げることができた事を、誇りに思います。 

また、そのような中でもクラブとしては 

☆ 堺市を通じて堺市内の福祉施設に車椅子３０台を寄贈 

☆ 東日本大震災の義援金として、姉妹クラブのルンピニＲＣ（タイ）と共に地区に約１５０万円を寄付 

☆ 子クラブ「堺フラワーRC」を設立 

☆ 初芝立命館高等学校インターアクトクラブを設立 

など、他にも多くの素晴らしい活動を実施してまいりました。 

片木会長の素晴らしいリーダーシップにより、大変魅力あるクラブ運営が出来た1年であったと、私は思います。 

また、地区活動においても、ＰＥＴ・地区協議会・地区大会の夜を徹しての準備など、クラブ全体が一丸とな

り、クラブメンバーである米田ガバナーを支援できた事は、私たちにとって、本当に素晴らしい思い出となりま

した。 

引き続き次年度も、吉川会長・田辺幹事を中心に新たに素晴らしい活動を作り上げる為に、皆様のご協力をお

願い申し上げます。 

最後になりましたが、クラブの皆様の、この一年間の絶大なるご支援・お力添えに感謝申し上げまして、幹事退

任の挨拶とさせて頂きます。「ありがとうございました」 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

乾 杯 挨 拶    小野 晃範会員 

2010－11 年度地区代表幹事  

 

 

 

 

皆さん今晩は、只今ご指名頂きました地区代表幹事

の小野です。 

私達堺フェニック RC はガバナーズ・クラブとしてこ

の一年を見事に全ういたしました。感無量の思いです。 

米田ガバナーは申し上げるまでもありませんが、片

木会長、京谷幹事、理事会メンバー、副地区代表幹事、

地区幹事、会員一人一人の皆さん本当にご苦労様でご

ざいました。 

思い起せば昨年11月の地区大会は皆さんが力を結

集して大成功させて頂きました。そして息つく間もな

く地区は激動の幕開けとなりました。 

米田DGは我が国二人目の女性ガバナーとしてこの

第 2640 地区の歴史に残る改革の第一歩を踏み出され

たのでございます。永年この地区に横たわる古い体質、

古い体制とがっぷり四つに組んで一歩も譲らず今も

闘っておられるところです。 

「ものの始まりゃ 何でも堺」これは今野直前会長

が仰り私も地区大会で申しましたが、米田ＤＧはこの

堺伝統の先取の気風を地でゆかれたのでございます。

この偉業を可能にしたのはＤＧの天賦の資質による

ものですが、一方片木会長も大きく貢献されました。

片木会長と京谷幹事の優れた統卒力のもと全会員が

一糸乱れず最後まで揺るぐことなくＤＧを支え抜い

たからでございます。 

このことは必ずやフェニックスＲＣの将来の貴重な

経験になると思います。 

本日次年度地区代表幹事の松生様にご臨席頂いて

おりますが、大澤時期ガバナーとともにこの地区改革

を軌道に乗せるべくご活躍され第 2640 地区が素晴ら

しいロータリーに生まれ変わる端緒となることを祈

っております。 

最後に、吉川新会長のもと堺フェニックスロータリ

ークラブの弥栄を、 

そして会員の皆様とそのご家族の皆さんの益々のご

健康、ご多幸を心より祈念して乾杯いたします。   

 乾杯！！ 

 

内部卓話   河野 強会員 

ライフガーデンさかいホール 取締役副社長  

   

 

 

 

皆さま！こんばんわ 

米田ガバナー、片木会長、京谷幹事、１年間本当にお疲

れさまでした。 

ありがとうございました。 

 

そして、本日の例会・慰労会を「ライフガーデンさかい

ホール」でおこなっていただきました、犬伏さんありが

とうございました。 

また、「ライフガーデンさかいホール」の事を、話す機会

を与えていただきました、石田さんありがとうございま

した。 

 

それでは、まずはなぜこの様な厳しい時期に、弊社のよ

うな中小企業では多額なイニシャルコストをかけてまで、

昨年の4月末にオープンさせたのか、説明させていただ

きます。 

 

① ニュース・新聞報道から不安をいだく 
毎日のように、テレビや新聞からは卑劣極まりな

い事件が報道されています。親が子供を殺したり、

子供が友人を殺したりなど、ひと昔前なら連日報道

されるような事件でも、現在は日常的に起こりすぎ

て、私達の感覚も麻痺してきています。 
そこで、葬儀だけでなく、日々の中で「命の尊さ」

「人の命の重さ」などを考え、感じていただく場所

を提供することの必要性を感じました。 
以前では、お寺さんや地域の会長さん達が、日々

のなかで自然と教えていただいたり、また、何かあ

れば相談できる場所・人がいてたはずです。 
弊社は微力ながら、そのお手伝いが少しでも出来

たらとの思いで、葬儀だけに特化したホールではな

く「多目的ホール」として、地域の皆さまにお役に

たてるように、さまざまなイベントをおこなってい

ます。 
 

② 葬儀業界の現状 
ここ最近は葬儀業界も非常に変わってきました。 
明朗会計や消費者ニーズに耳を傾ける事は良い変



 

 

化だと思いますが、葬儀・人の死を「商品化」する

傾向になってきています。 
受注目的で商品として、低価格を表示し最終的に

追加料金を請求したり、なかには葬儀ﾊﾟｯｸに、宗教

者の方への「お礼・お布施」を含み、あたかも安い

イメージを消費者に与えたりする会社もあります。 
弊社はそのような状況に「不安・不信」を感じて

います。 
立派な葬儀をしなさいと言うのではなく、葬儀は

「教育的役割」「道徳観・倫理観」「命の重さ」を感

じていただく大切や役割があると考えています。 
非日常的な状況の中でこそ、考えなおせるのでは

ないいでしょうか！？ 
それを、日常的に家電製品や車を購入するような

事と同じベースにおいてはいけないと思います。 
しかし、業界自体が商品販売的な方向に進んでい

ます。 
だから先程、話をさせていただいたような「卑劣

極まりない事件」が増加しているではないでしょう

か！？ 
教育する場所で教育出来てないからだと思います。 
 

③ 企業としての社会的責任 
従業員の雇用を守るのはもちろんの事、地域社会

に対しても責任を果たすべきだと考えます。 
先程、話させていただいたように、葬儀ではもち

ろんの事、さまざまなイベントやセミナーを通して、

本来の「日本の良き文化・日本人としての姿」を次

世代に伝えていくべきであり、時代が変わってもそ

の事は絶対に忘れてはいけない事と考えます。 
その場所を提供する事が弊社の「企業責任の一部」

であると思います。 
 

④ 次世代への事業承継 
働いていただいている社員のご家族の方が、自信

をもって「お父さんは社会に役立つ仕事をしてくれ

ている」と思える環境を構築すべきと考えます。 
葬儀だけでなく、さまざまな形で生涯のお手伝い

をさせていただく事により、社会人としてのスキル

があがり、また人としての「思いやり・豊かな心」

を向上させる事により、社会のお役にたてる社員を

育成し、またその社員が「次世代の社員」に伝えて

いく事により、より安定した事業運営・人材確保が

できるのではと考えます。 
 

⑤ ひかりグループの歴史・足跡・証 
昭和52年に創設していただき、先代や創設当時か

らの先輩皆様の足跡を形にあらわしたかったのです。 
先輩達がきづいてこられた証が、この「ライフガ

ーデンさかいホール」です。 
先輩達がいてくれたお陰で現在の会社があります。 
その感謝の気持ちを「多目的ホール」として創設

場所の堺の地を選ばせていただきました。 
 
以上のような経緯・思いでございますが、結論的

には「自分達の人生（生き方）にプライドを持つた

めに、ホール建築にいたりました。 
 
 
次にコンセプトをお話させていただきます。 
 

① 地域のためのフリースペース 
弊社主催のイベントだけでなく、地域の皆さ

まにさまざまな用途でも、会場をご利用いただ

いております。 
葬儀社としては、事前にイベントなどで会場

をおさえる事は非常にリスクが高いですが、皆

さまに少しでもお役にたてるようにとの思いで

す。 
 

② 同業他社との共存 
葬儀業界は異業種からの参入や、資金力の強

い会社が、どんどん設備投資をしていっていま

す。 
昔から、この堺の地で営んでこられ、地域の

役にたっていた「町の葬儀屋さん」は非常に厳

しい時代になってきています。 
弊社は、そのような葬儀社さんとも協力しな

がら「地域のお役にたつ」べきだと考え、オー

プン当時から、ホールを持たない・持てない葬

儀社さんにでも、ご利用いただけるようにして

います。 
 

③ 新たな会員サービス 
葬儀だけに特化した会員サービスだけでなく、

地域の商店さんや、さまざまなお店の皆さまに

協力いただき、日常的に会員さんがメリットを

もてるように、各店舗さんと提携させていただ

いております。 
具体的には、会員カードを提示いただくと割

引などのサービスが受けられます。 
各店舗さんも、弊社の毎月発行する会員通信

にチラシなどを預かり、配付することにより、

新たな顧客獲得ができますし、また通信費・DM
代の削減ができます。 

 

④ 高齢者・身障者の方の雇用 
現在は、まだ身障者の方の雇用はできていま



 

 

せんが、シルバー人材センターさんを通して、8
名の高齢者の方々に交代で働いていただいてい

ます。 
館内の清掃だけでなく、地域美化活動をかね

て、周辺の清掃を毎日していただいております。 
 

⑤ ライフガーデン独自の葬儀 
人それぞれに人生があるように、人それぞれ

の葬儀があるべきだと考えます。 
1人、1人の方々の「生きた命の証」を残して

いただけるような葬儀をお手伝いさせていただ

きます。 
同じ人生を歩んで来られた方は、その方だけ

です！ 
その方らしい、最後の旅立ちをお手伝いさせ

ていただきます。 
 

このように、企業とは社会に必要とされる団体であるべ

きと思います。 

ここに「ライフガーデンさかいホール」が出来て良かっ

た！と、１人でも多くの方々に思っていただけるように、

時代が変わっても、もっと厳しい時代になったとしても、

「社会に必要とされる会社」であるように頑張ってまい

りますので、宜しくお願いいたします。 

 

ご静聴ありがとうございました!! 

 

にこにこ報告  
 

いつの間にか地区代表幹事(次年度)にならされ

ました。落とし穴がありました。 

次年度地区代表幹事 大阪狭山ＲＣ 松生 満様 

いよいよ会長最後の例会となりました。会員の皆

様に支えられて、無事会長を勤められたこと、有難く厚

く御礼申し上げます。松生様ようこそ。ごゆっくりして

ください。              片木 修会長 

皆様、一年間ありがとうございました。次年度も

吉川会長、田辺幹事を中心にがんばりましょう。ありが

とうございました！         京谷 知明幹事 

米田ガバナー片木会長京谷幹事、そしてすべての

地区幹事の皆様、本当にお疲れ様でした。改めて敬意を

表します。             石田 得子会員 

米田ガバナー片木会長京谷幹事、ご苦労様でした。

松生様、本日はありがとうございます。犬伏 幸代会員 

米田ガバナー、片木会長、京谷幹事、一年間本当

にお疲れ様でございました。大役を見事果されておめで

とうございます。この１年間のさまざまなご体験は得難

いものとして今後の人生の貴重な宝となることと存じま

す。                 今野 華会員 

米田ガバナー、片木会長、京谷幹事、一年間本当

にご苦労様でした。ガバナーズクラブの役割も無事に果

たすことが出来、会員の皆様方全員でこの喜びを分かち

あいたいと思います。        上田 俊夫会員 

片木会長、京谷幹事、一年間ご苦労様でした。次

年度吉川会長、田辺幹事宜しくお願い致します。 

岡田 正一会員 

米田ガバナー、初志を貫徹され、お祝い申し上げ

ます。片木会長、京谷幹事、ガバナーズクラブの一年間

ご苦労様でした。松生次年度地区代表幹事、次年度のご

活躍を宜しくお願い致します。    小野 晃範会員 

片木会長、京谷幹事、有難うございました。お役

目有難うございました。            片岡 富美子会員 

ガバナー様、会長と幹事様、大変な1年を無事に

すまされおめでとうございます。又、老年でお手伝いが

行き届かず申し訳ない一年を申し訳ございませんでした。  

          熊取 敬子会員 

米田ガバナー、片木会長、京谷幹事、一年間本当

にお疲れ様でした。本日はライフガーデンさかいホール

にようこそお越しいただきました。有難うございました。

次年度もがんばります。               河野 強会員 



 

 

米田ガバナー、片木会長、京谷幹事、お疲れ様で

した。次年度吉川会長、田辺幹事宜しくお願い致します。

会計頼りなく申し訳ございませんでした。昨日、大腸ポ

リープ摘出しました。今日は途中退場します。申し訳あ

りません。                            酒井 誠会員 

震災活動感謝状を頂きました。次年度の幹事を拝

受しておりますが、若輩が故、至らぬ点も多かろうと思

います。皆様のご協力の元頑張りますので宜しくお願い

致します。                          田辺 弘樹会員 

米田ガバナー、片木会長、京谷幹事、役員、理事、

会員の皆様、1 年間お疲れ様でした。松生次年度地区代

表幹事殿、大変な次年度よろしくお願い致します。今日

は皆で楽しみましょう！              田中 眞琴会員 

ガバナー大変な1年間だったと思います。本当に

お疲れ様でした。片木会長、京谷幹事、1 年間のお役目

ご苦労様でした。本日は充分おくつろぎ下さい。 

田中 範子会員 

片木会長、京谷幹事、1年間大変お疲れ様でした。 

辻野 美智子会員 

米田ガバナー様、片木会長様、京谷幹事様、1 年

間お疲れ様でした。次年度もいろいろご教授下さい。 

中井 昭宏会員 

米田ガバナー、片木会長、京谷幹事、1 年間お疲

れ様でした。                        中井 崇嗣会員 

米田ガバナー、1 年間本当にお疲れ様でした。片

木会長、京谷幹事、お世話様でした。松生次年度地区代

表幹事様、次年度期待しております。  中野 一郎会員 

米田ガバナー、片木会長、京谷幹事、大変お疲れ

様でございました。                松本 美和子会員 

米田ガバナー、片木会長、京谷幹事、本当にご苦

労様でした。私もこの1年、地区副代表幹事、クラブＳ

ＡＡを皆様のお陰で勤めさせていただきました。ありが

とうございました。                  三村 文男会員 

片木会長様、京谷幹事様、今年度1年間お疲れ様

でした。来期も始まりますがいろいろご指導ご鞭撻の程

宜しくお願い致します。1年間お疲れ様でした。 

向井 利之会員 

片木会長、京谷幹事、本当にお疲れ様でした。会

長エレクトに決まってから会長としての勉強をさせて頂

き有難うございました。片木会長の足元にも及びません

が、頑張ってまいりますのでこれからも宜しくお願い致

します。☆河野さん、素晴らしい卓話と会場ありがとう

ございました。感謝しています。     吉川 美幸会員 

最終例会に出席させていただきました。遅くなり

ました。本当に有難うございます。   山田真樹会員 

皆様、1 年間ありがとうございました。心よりお

礼申し上げます。後日打ち上げ会を企画し、ご案内申

し上げたいと存じます。     米田 眞理子ガバナー 

 

閉会の辞     上田 俊夫副会長 

2010－11 年度地区副代表幹事  

 

 

 

 この1年間はまさに激動の1年間といっていいほど

の年でした。 

米田ガバナーを支えて会員一同、一丸となって乗り切

ってきた年でもありますので 

今日のこの慰労会は喜びもひとしおです。米田ガバナ

ー本当にお疲れ様でした。 

また、今日のすばらしい会場を提供して下さった河野

会員さん、おいしい食事を用意して下さった犬伏親睦

委員長さんはじめ関係者のみなさまにお礼申し上げ

ます。次年度は吉川会長さん、田辺幹事さんのもと新

しい年度が始まります。今年度同様、皆で協力して支

えてゆきましょう。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東日本大震災の義援金として、姉妹クラブのルンピニ

ＲＣ（タイ）と共に地区に約１５０万円を寄付致しま

した。地区からと共にクラブからも感謝状をお届けい

たしました。 ありがとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2640 地区より東日本大震災の災害支援活動への感謝

状がクラブに届きました。また、東北支援活動の感謝状

を三村 文男会員と田辺 弘樹会員に頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011-2012年度 

国際ロータリー第２６４０地区役員 一覧 

① 直前ガバナー 地区奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部門カウンセラー 

               米田眞理子 

 公益法人 米山奨学会 理事      米田眞理子 

公益法人 米山梅吉記念館 評議員   米田眞理子 

地区危機管理委員会委員長       米田眞理子 

 ＲＩ会長賞・意義ある業績賞選考委員会委員長 

               米田眞理子 

 地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ指名委員会委員       米田眞理子 

 地区研修委員会委員                   米田眞理子 

 地区諮問委員会委員          米田眞理子 

 地区史編纂委員会委員         米田眞理子 

②地区副代表幹事       上田 俊夫  岡田正一  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③地区幹事      小野晃範 向井利之 中井昭宏  

④地区財務委員会        片木 修 岡田正一  

⑤ロータリーの友委員        京谷知明（全国） 

⑥地区大会副実行委員長          岡田正一 

⑦地区雑誌広報委員長          京谷知明 

⑧地区国際奉仕委員長           中野一郎 

⑨地区ｲﾝﾀｰｱｸﾄ委員             岡田正一 

⑩地区危機管理委員            小野晃範 

⑪地区ﾛｰﾀﾘｰ財団委員            上田俊夫 

⑫地区ＩＴ委員              田辺弘樹   

⑬地区会員増強委員              石田得子 


