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会長挨拶	 杦本会長

2011年 1 月31日に、瀧川パスト会長・家村パスト会

長にロータリークラブの入会案内をして頂きました。

ご近所の瀧川紀征さんは、私の会社周辺の地主さん

で立派な貸しビル等の物件をお持ちで、日頃から大変

尊敬しておりました。そんな方の紹介なのでつい促さ

れてしまい入会してしまったのが10年と半年前の話で

す。

私は、ロータリー経験が乏しく知らないことだらけ

です。一方、今日の例会の私の目前の席に座っておら

れる堀会員（職業奉仕担当理事）や橋本幸治会員（社

会奉仕担当理事）など、頭脳明晰で明快で判り易い活

動説明を普段からされておられ、素晴らしいと思って

います。吹田西RCにはそんな能力の高い人が沢山お

られます。

そこで、そんな方々に活動のメインとなって頂けた

ら私の会長年度の運営がスムーズになると考え、理事

会を構成させて頂きました。木下幹事は私に小煩く、

非常に困っていますが、一年間そんなメンバーと一緒

に、できる限り新大阪江坂東急REIホテルでのリアル

例会の開催を目指して、前向きに活動をして参りたい

と思っております。

皆様何卒宜しくお願い致します。

ゲスト紹介	 親睦活動委員会　福原委員長
本日のお客様はいらっしゃいません。会員の皆様で

ごゆっくりとお楽しみください。

幹事報告	 木下幹事

本年度幹事を拝命致しました木下で御座います。皆

様 1年間、宜しくお願い致します。

1．�まず前年度の功労者・由上直前会長と木田前年度

幹事へ、クラブを代表して杦本会長より御礼の品

をお渡しさせて頂きます。

2．�先週2021年 6 月28日に開催されました理事会の報

告

　　�承認事項：毛利会員退会の件、 8月 9月プログラ

ム、クリーン・エサカ協賛金の件

　　�（クリーン・エサカは中止のため協賛金は返納さ

れました。）

3．�2021－22年度会長基本方針・年会費請求書・会員

名簿・緊急連絡網・2021－22年度におけるメー

本日の例会

第1813回例会　令和 3年 7月12日
今週の歌　「竹田の子守唄」
卓　　話　「新年度理事挨拶」
 清水　良寛 クラブ奉仕担当理事
 橋本　幸治 社会奉仕担当理事　
 堀　　　豊 職業奉仕担当理事　

前回の記録

次回の例会

第1814回例会　令和 3年 7月19日
今週の歌　「学生街の喫茶店」
卓　　話　「新年度理事挨拶」
 小林　　哲 国際奉仕担当理事　
 瀬川　　昇 青少年奉仕担当理事
 橋本　徹也 SAA　　　　　　　



キャップ規定について・年間スケジュール表・今
年度会報誌用ファイル・ロータリーの友 7月号を
配付しました。

　　�（また、昨年度まで私が努めて参りました地区国
際奉仕委員会発刊のNewsLetter 6 号がガバナー
月信に掲載されております。皆様のテーブルにも
一部置きました。ご回覧下さい。）

4．�米山奨学生奨学金は、本日ワッツァラさんが
Web参加のため、事務局久田さんが振込んでく
れました。

5．会員並にご婦人のお誕生日とお祝いの品の件
　　�今年度の誕生日お祝いの品は、ヒロコーヒーさん
にご協力頂くことになりました。

　　�社長の山本光弘さまは榎原会員の同級生で、お父
様の山本光一様は当クラブに昭和56年11月に入会
された当クラブのメンバーでした。もう今月お誕
生日の皆さんのお手元には届いていると思います
が、伊丹いながわ工房より、焙煎したばかりの
コーヒーとスイーツを、該当会員まで直接、該当
月の 1日に発送して頂きます。

　　＜ヒロコーヒーさんからのCMです。＞
　　�吹田市広芝町で43年前にヒロコーヒーの本店が出
来ました。以降、地域の方々に愛され今に至りま
す。サステナブルコーヒーとスペシャリティコー
ヒーにこだわる自家焙煎珈琲専門店です。お近く
にお越しの際は是非お気軽にご利用下さい。

6．�大阪みおつくしRCが2021年 6 月30日付で解散さ
れました。これで地区内79クラブとなります。

出席報告	 出席委員会　本田委員長

●会　員　数　43名　
　出席会員数　41名（内Web出席　 1名）
●来　　　客　 0名　　来客（Web）　 1名
　本日の出席率　100％
● 6月28日の出席率（メーキャップ含む）100％

米山記念奨学生報告
	 米山記念奨学会　川邊副委員長

米山留学生　ワッツァラさん発言内容について
「皆さんこんにちは、大阪大学 化学の博士課程 3回生
のワッツァラです。
奨学金、ありがとうございます。
勉強や研究が出来るのも皆さんのおかげです。
私は 7月10日に新型コロナウイルスワクチンの 1回目
を大学で受けます。
8月10日には博士号の研究発表が有ります。
早く博士号を取れるよう、がんばります。
皆さん、今後ともよろしくお願いいたします。」

��
ご結婚のお祝い　 7月

�

木下会員ご夫妻
清水（良）会員ご夫妻

仁科会員ご夫妻

�

社会奉仕委員会	 橋本（幸）委員長

クリーン・エサカは雨天のため中止となりました。
豊津西中学校の吹奏楽の演奏を楽しみにしていまし
たが、残念でした。
当日、予定いただいていた方ありがとうございまし
た。

クラブ奉仕委員会	 清水（良）委員長

7 月30日（金）午後 6時～、クラブ奉仕担当の炉辺談
話を開催します。場所は、東急REIホテルです。
詳細は、来週の例会にて回覧しますので、ご予定の
ほど、よろしくお願いします。
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、アル
コールなしでの開催となる可能性もありますが、多く
の皆様のご参加をお願いします。

ロータリー財団委員会　	 仁科委員長

髙木会員、木田会員、尾家会員、堀会員、阿部会
員、木下会員、杦本会員、橋本（芳）会員、瀧川会員、
西村会員、家村会員、本田会員、新井会員、青木会
員、石﨑会員、仁科会員より特別寄付を頂きました。
別に、杦本会長より10万円のベネファクター寄付を
頂きました。
ご協力ありがとうございました。



米山記念奨学会委員会	 河邊副委員長

青木会員、新井会員、家村会員、石﨑会員、尾家会
員、木下会員、瀧川会員、橋本（幸）会員、堀会員、
本田会員より特別寄付を頂きました。
ご協力ありがとうございました。

ニコニコ箱	 塚脇SAA

●西村会員　杦本会長の船出をお祝いして。
●瀧川パスト会長　杦本会長を祝って。
●尾家パスト会長　新会長他役員一同のご活躍を祈念
して、家内の誕生祝いありがとうございました。
●河邊パスト会長　杦本会長木下幹事 1年お世話にな
ります。
●清水（大）会員　宝塚歌劇団花組トップ娘役の華優希
が昨日東京千穐楽を無事に終え卒業致しました。こ
れまでの応援に心から感謝申し上げます。
●村井パスト会長　青木先生今日はありがとうござい
ました、新役員頑張って下さい。
●木下幹事　いよいよ新年度が始まります。幹事を務
めさせて頂きます。皆様よろしくお願い致します。
●阿部会員　副会長です、1年宜しくお願い致します。
●清水（良）会員　本年度のクラブ奉仕担当理事を拝命
しました。どうぞよろしくお願いします。
●堀会員　 7月14日メイシアターでのチャリティー落
語独演会、まだまだお席ございます。是非みなさま
お越し下さい。
●石﨑パスト会長　杦本会長、木下幹事コロナ禍の中
よろしくお願いします。誕生日のお祝いのお礼！
●橋本（芳）会員　杦本会長木下幹事今年一年よろしく
お願いします。奥さんの誕生日祝いありがとうござ
います。
●荻田パスト会長　杦本会長、木下幹事新理事の皆様
の船出を祝して。
●瀬川会員　新年度よろしくお願いします。
●由上パスト会長　コロナ終息と杦本丸の門出を祝し
て！
●家村パスト会長　本年度杦本会長、木下幹事 1年間
頑張って下さい。
●小川パスト会長　杦本丸の船出を祝して。
●長屋会員　杦本会長 1年間頑張って下さい。
●青木パスト会長　杦本会長木下幹事丸の船出を祝し
て。
●紙谷会員　今年も 1年宜しくお願いします。
●新井パスト会長　杦本丸の出航を祝って。
●坂口パスト会長　杦本丸の船出を祝して。

●井伊パスト会長　新年度の出発を祝して。
●橋本（徹）パスト会長　1年間よろしくお願いします。
●木田会員　杦本会長、木下幹事よろしくお願い致し
ます。
●塚脇会員　今日から新年度杦本会長、阿部副会長、
木下幹事よろしくお願いします。
●髙木会員　杦本会長よろしくお願いします。
●仁科会員　本年度もよろしくお願い致します。
●橋本（幸）会員　杦本会長、木下幹事よろしくお願い
します。
●坂本会員　杦本会長 1年間よろしくお願いします。
●福原会員　新年度皆様よろしくお願いします。
●榎原会員　杦本会長、木下幹事 1年間よろしくお願
いします。

　　　　　　　　本日のニコニコ箱� 151,000円
　　　　　　　　累計のニコニコ箱� 151,000円

新年度挨拶� 杦本日出夫�会長

そもそも私は、組織や形にこだわったボランティア
活動を先頭に立って積極的に目指そうとは考えていま
せんでした。ロータリークラブという団体でなら、取
り敢えず皆さんについて行ったら何らかの社会奉仕に
つながるかなと、ほんとに軽い気持ちで入会しました。
そんな考えでおりましたので、私自身ロータリーク
ラブの細かい規則などは全くと言っていいほど理解し
ていません。こんな私ですので、ほんと頼りない会
長！ いや頼りにならない会長！ と言われそうです。
これが杦本らしいのかも知れません。また、しばらく
して分かったことですが、ロータリークラブには組織
に重きを置いて厳格に活動されている方々を目にする
ようになりました。私のような適当に物事を決断運営
することは、そんな人たちには許しがたい行動に写る
かもしれません。だからと言って、吹田西RC会長に
不釣り合いな役では有りませんが、今更お断りするこ
とも出来ません。そこで当クラブの事情をよく知り、
行動力があり、私に助言と協力して頂ける人達に運営
の中心になってもらい、この一年を乗り切るしかない
です。
昨年度は、一層コロナ禍の変異株が大きく日本中に
蔓延し、実例会が大変難しくなり、オンライン例会を
せざるを得なくなり、不慣れなパソコンのオンライン
操作では有ったと思われますが、皆さんの協力のおか

卓　　　話



げで本格的なオンライン例会が開催できるようになり
ました。これは、前年度の由上会長、それをサポート
された理事の皆さんの推進したい思い、そして、木田
幹事のご苦労に加え、木下さんの技術的サポートの賜
物だと喜んでいます。前年度にオンライン例会の流れ
を作りあげていただきありがとうございます。そして
お疲れさまでした。
今年度は、ワクチン接種も始まり、その効果に期待
し、いつまでも怖がって引きこもっているわけにもい
かず、実例会ができない状況ではなくなってきている
ようです。
従いまして、まだ慎重な判断をしながらでは有りま
すが、今年度は、全て実例会開催の方針で臨むことを
理事会で決議しました。
吹田西ロータリークラブ創立40周年の節目に、今後
の10年の長期目標を、クラブビジョン「40EVER�
フォーエバー SUITA スイタ WEST ウエスト」を
掲げています。今一度、ご紹介します。
●会員数60名、特に女性の入会を推進する。
●出席率100％継続する。
●�当初の目的である知り合いを広めることによって親
睦と奉仕の機会をつくる。
●�高い倫理観のもと、役立つ仕事を通して社会に奉仕
する。
●�事業及び社会生活において、個人として、日々地域
への奉仕の理念を実践する。
●�世界的ネットワークを通して国際理解、親善、平和
を推進する。
●�ロータアクトクラブを創設し、次の世代の人材を養
成する。
事が目標です。
今月より新会長の私は、クラブビジョン「40EVER�
フォーエバー SUITA スイタ WEST ウエスト」を
基本活動指針とし、「奉仕しよう 地域の人達を豊かに
するために」事業方針としましたのでご紹介します。
ロータリークラブの「ポリオを全世界から撲滅する
目標」は、本当に必要な活動だと心から思い、それが
叶うことを願っています。私たち吹田西ロータリーク
ラブは、世界に心を広げて奉仕活動を行っているわけ
ですが、私は、国際奉仕の活動と合わせて、もっと
もっと身近な地元地域に目を向け、そこで暮らす小学
生、中学生また、地域で活動する人達に、吹田西ロー
タリアンの活動の心意気を知って頂き、豊かなコミュ
ニティを作り上げ、共感を分かち合いたいと考えてい
ます。地元地域に根差した活動にするためには、単年

度の活動だけではなく、多年度に渡って続けられる継
続的な活動にすることが大事だと考えています。ここ
で各委員会の具体的な活動をご紹介します。
●�クラブ奉仕　清水良寛委員長：クラブ奉仕に関する
スムーズなクラブの運営ができるよう、各委員会の
具体的計画の遂行を支援する。
●�親睦活動　福原 斉委員長：コロナ禍の状況踏まえ
た、春と秋の移動家族例会（BBQ・スポーツ観戦
など屋外での活動）及びクリスマス家族会の検討運
営実施を行う。炉辺談話の会場設営。
●�会員増強　西村元秀委員長：ご高齢退会者の後任者
の依頼徹底。JC吹田OB及び吹田商工会議所青年部
OBへ卒業見込者への入会依頼。HPへの新入会員募
集要綱を明記する。「すいたch」にて活動報告。見
込み会員の 3カ月ごとに選別確認を行い、必要に応
じて例会招待状を送り、クロージングを綿密に行
う。入会後のフォローをしっかりおこなう。
●�プログラム　橋本芳信委員長：会員の人となりがわ
かる「私の・・・」シリーズでの内部卓話を増や
す。踊りや歌、体を動かすなどの会員が楽しめるプ
ログラムの計画。
●�Web会議推進（新設）、会報兼任　木田昌宏委員長：
リアル例会とWeb例会との連動会議（ハイブリッ
ド会議）の安定推進を目標。Zoomを利用した、会
議の内容を記録の実施。
●�記録（IT・広報含む）　塚脇 洋委員長：例会の他、
事業の記録及び、HP、FBの更新を月 4 回以上行
う。新入会員のマイロータリーへの登録の徹底推進。
●�クラブ研修・規定情報　井伊圭一郎委員長：新入会
員レクチャー。RI規定審議会の情報の伝達。総会
で細則改定時の改定文書の発刊。会員の承継と承継
後の会員身分の在り方などの検討提案。
●�音楽　榎原一滋委員長：月初には「君が代」と「奉
仕の理想」、月末は「我等の生業」を合唱。月中に
ついては、70～80年代のフォークソング、ときには
私のサックスコラボも交えた合唱を計画。
●�職業奉仕　堀 豊委員長：職場体験や出前授業の提
案推進。私の職業タウンページの、新ホームページ
上での更新。歴代の職業奉仕の紹介卓話や職業奉仕
の取り組みレポート報告。
●�社会奉仕　橋本幸治委員長：地区補助金を利用した
「ジャンボ将棋事業」を計画実践。
●�「毎月 1 日はクリーンデー」の継続活動。11月 1 日
に迎える「クリーンデー」30周年（記念事業を江坂
企業協議会と計画実践する。献血活動を継続する。



交通安全キャンペーンへの参加。「迷惑駐車追放パ
トロール」への参加。
●�国際奉仕　小林 哲委員長：コロナ禍で代表団派遣
は難しいので、CWPとCCRCの事業はインター
ネット会議などで現地事業の継続を検討する。
●�ロータリー財団　仁科直樹委員長：ロータリー財団
寄付会員一人あたり＄160以上の寄付目標。ポリ
オ・プラス基金寄付は会員一人あたり＄50以上の寄
付目標。ポール・ハリス・ソサエティ（PHS）の入
会促進を行う。PHSは毎年＄1,000以上の寄付する
会員の認証 1年間一人以上のベネファクター擁立を
促進する。
●�青少年奉仕　瀬川 昇委員長：大相撲木瀬部屋の力
士と地元の幼稚園・小学校との大相撲交流を行う。
ライラ・ニコニコキャンプへの参加協力推進、大阪
学院大学ローターアクトクラブ設立の支援及び検討
を行う。
●�米山記念奨学会　近藤 亘委員長、大阪大学ワッ
ツァラさんに例会に参加と卓話をお願いする。全会
員に寄付金 3万円以上を目標とする。
●�青少年交換　長屋 興委員長：当クラブ並びに地域
でホストファミリーは募集があれば、実行する。
●�橋本徹也SAA、例会場での新型コロナウイルス感
染予防対策を講じる。例会場の座席の指定、楽しい
例会を設営する。ニコニコ箱の目標を150万円を達
成できるよう努力する。
以上が、今年度の目標計画となります。幹事、理
事、各委員長そして会員の皆様、本年度 1年間に、ご
協力を賜りますよう宜しくお願い致します。

新年度挨拶� 阿部　吉秀�副会長

皆様もコロナ禍中、人生で初めての体験をされてい
ると思います。
恐らく今年度には、ワクチン接種が行き渡り、終息
に向かう年度になるかと思われます。
私が本クラブに入会したのは、2006年 1 月16日43歳
でした。
その 6年後49歳で幹事を務めさせていただき、あっ
と言う間に15年が経ちました。早いもので、 2年後に
は還暦を迎える年になります。
先週第 4回理事会が開催され、その中で 7月30日の
炉辺談話や、10月 4 日の家族移動例会の、実行につい
て議論がありました。

色々な意見の中、杦本会長は“前に進めて行こう”で
会を終えました。
私は、杦本会長年度は全ての行事を実行する前提
で、考えていく事に賛同しました。
今年度はコロナに打ち勝ち、素晴らしい杦本会長年
度になるように、
副会長として支えていきたいと思います。
皆様には 1年宜しくお願い申し上げ、ご挨拶とさせ
ていただきます。

今年度主要行事予定� 木下　基司�幹事

今年度の会員名簿に記載致しました主要行事予定表
には、例会の回数、クリーンデー（主催者）や炉辺談
話（計 5回）などのクラブにおける主要奉仕活動並び
に理事会や次年度理事会の日程も掲載致しております。
また、本日お配りした2021－22年度行事予定スケ
ジュール＜色分けバージョン＞は、解り易く作成致し
ましたので、ご参照ください。
最初は 7月30日のクラブ奉仕の炉辺談話を新大阪江
坂東急REIホテルで行います。（お酒の提供は未定で
す。）クラブ行事では、10月 4 日の秋の家族例会をご
婦人限定の最大86名の会食例会をこれもまた、新大阪
江坂東急REIホテルで行います。（お酒の提供は未定
です。）
11月 1 日のクリーンデーは、1991年の瀧川パスト会
長が会長時代に始まり、30周年を迎えます。それを記
念して、会員皆で江坂の清掃活動しその後に、「ク
リーンデー30周年記念早朝例会」を行いたいと考えて
います。橋本幸治社会奉仕担当理事・清水良寛クラブ
奉仕担当理事、宜しくお願い申し上げます。�
地区の関連は、グレーで表示させて頂きました。

（2021－22年度行事予定スケジュール＜色分けバー
ジョン＞）12月 3 日に行われます地区大会本会議は例
年 2 日間開催ですが、今年度は金曜日の 1 日のみで
す。大阪国際会議場・リーガロイヤルホテル大阪での
開催は例年通りです。そして、ロータリー国際大会は
東海岸の米国テキサス州ヒューストンです。（ 6 月 4
－ 8日）
また、例会数41回。休会日は計 7回。オリンピック
で祝日の変更が今年度は御座います。お間違いの無い
ようお願いします。今年度可能な限り例会は休会させ
ません。Web例会等ご面倒をおかけしますが、宜し
くお願い致します。



奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために

2021－22年度 年間スケジュール
� 2021年 7 月 5 日
例会回数 日　　付 会議ほか 内　　容

2021年 7 月 1 日（木）クリーンデー（江坂企業協議会主催）

中止 2021年 7 月 4 日（日）クリーン・エサカ 午前10時30分 豊津西中学
校 グランド集合

1812 2021年 7 月 5 日（月）新年度挨拶
1813 2021年 7 月12日（月）
1814 2021年 7 月19日（月）

1815 2021年 7 月26日（月） 7月度理事会❺ 21－22年度 第五回理事会
2021年 7 月30日（金） 炉辺談話（クラブ奉仕）

1816 2021年 8 月 2 日（月）
2021年 8 月 9 日（月）振替休日

1817 2021年 8 月16日（月）
1818 2021年 8 月23日（月）

2021年 8 月28日（土）
午前 地区公共イメージ向上セミナー 大阪YMCA会館
午後 クラブ青少年奉仕合同委員長会
議 大阪YMCA会館

1819 2021年 8 月30日（月）クラブ協議会（ガバナー補佐 1回目訪問）
8 月度理事会❻ 21－22年
度 第六回理事会

2021年 9 月 1 日（水）クリーンデー（吹田西RC主催）

2021年 9 月 4 日（土）
午前 クラブ米山委員長・カウンセ
ラー研修会 大阪YMCA会館

午後 地区財団セミナー 大阪YMCA会館
1820 2021年 9 月 6 日（月）

2021年 9 月10日（金） 炉辺談話（社会奉仕）
秋のRYLA 未定

1821 2021年 9 月13日（月）吉川秀隆ガバナー公式訪問
2021年 9 月20日（月）敬老の日

1822 2021年 9 月27日（月） 9月度理事会❼ 21－22年度 第七回理事会
2021年10月 1 日（金）クリーンデー（江坂企業協議会主催）

1823 2021年10月 4 日（月）秋の移動家族例会
2021年10月11日（月）休会日①

1824 2021年10月18日（月）米山月間 選考委員会（杦本会長・パ
スト会長）

2021年10月23日（土）
午前 クラブ国際奉仕委員長会議 大阪YMCA会館
午後 クラブ社会奉仕委員長会議 大阪YMCA会館

1825 2021年10月25日（月）10月度理事会❽ 21－22年度 第八回理事会

1826 2021年11月 1 日（月）朝例会！ クリーンデー（吹田西RC主催）
クリーンデー30周年記念例
会

2021年11月 5 日（金） 炉辺談話（国際奉仕）
2021年11月 6 日（土）午後 クラブ職業奉仕委員長会議 大阪YMCA会館

1827 2021年11月 8 日（月）ロータリー財団月間

1828 2021年11月15日（月）次年度理事・役員の文書郵送による通知
2021年11月22日（月）休会日②

1829 2021年11月29日（月）11月度理事会❾ 21－22年度 第九回理事会
2021年12月 1 日（水）クリーンデー（江坂企業協議会主催）

2021年12月 3 日（金）地区大会・本会議他 大阪国際会議場・リーガロ
イヤルホテル大阪

1830 2021年12月 6 日（月）

1831 2021年12月13日（月）年次総会・12月度理事会❿・次年度理事会（新 0） 21－22年度 第十回理事会

1832 2021年12月20日（月）クリスマス家族例会
2021年12月27日（月）休会日③
2022年 1 月 3 日（月）休会日④
2022年 1 月10日（月）成人の日

1833 2022年 1 月17日（月）
2022年 1 月21日（金） 炉辺談話（青少年奉仕）

1834 2022年 1 月24日（月）

2022年 1 月29日（土）地区ロータリー財団補助金管理セミナー 大阪YMCA会館

1835 2022年 1 月31日（月） 1月度理事会⓫ 21－22年度 第十一回理事会
ガバナー補佐 3回目訪問予
定

2022年 2 月 1 日（火）クリーンデー（吹田西RC主催）

2022年 2 月 5 日（土）2022－23年度のための地区チーム研修セミナー 大阪国際会議場

1836 2022年 2 月 7 日（月） 委員会の役割・組織図・予
算書配布

2022年 2 月14日（月）休会日⑤
1837 2022年 2 月21日（月）

2022年 2 月26日（土）ロータリーデー（IM第 2組） 未定

1838 2022年 2 月28日（月） 2月度理事会⓬ 21－22年度 第十二回理事会
2022年 3 月 1 日（火）クリーンデー（江坂企業協議会主催）

1839 2022年 3 月 7 日（月）

1840 2022年 3 月14日（月）次年度第 1 回理事会（新 1）　組織発表・承認
各委員会からの計画書・予
算提出と協議①

2022年 3 月21日（月）春分の日
2022年 3 月25日（金） 炉辺談話（職業奉仕）
2022年 3 月26日（土）PETS（会長エレクト研修セミナー） 大阪国際会議場

1841 2022年 3 月28日（月） 3月度理事会⓭（次年度引継文書作成依頼） 組織表 週報掲載

2022年 4 月 1 日（金）クリーンデー（吹田西RC主催）

1842 2022年 4 月 4 日（月）

2022年 4 月 9 日（土）2022－23年度のための地区研修・協議会 大阪国際会議場

1843 2022年 4 月11日（月）春の移動家族例会（お花見例会）
地区会員増強セミナー未定 未定

1844 2022年 4 月18日（月）（次年度引継文書提出期限） 各委員会からの計画書・予
算の協議②

1845 2022年 4 月25日（月）新旧合同理事会⓮＜次年度第 2回理事会（新 2）＞（計画・予算協議）
各委員会からの計画書・予
算の発表

2022年 5 月 2 日（月）休会日⑥
春のRYLA 未定

1846 2022年 5 月 9 日（月）

1847 2022年 5 月16日（月） 5月度理事会＜最終＞⓯　理事会打上げ！ 21－22年度 最終理事会

1848 2022年 5 月23日（月）次年度第 3回理事会（新 3）　（計画・予算審議/承認）
各委員会からの計画書・予
算の承認

1849 2022年 5 月30日（月）次年度クラブ協議会（計画・予算意見交換）
2022年 6 月 1 日（水）クリーンデー（江坂企業協議会主催）
2022年 6 月 4 日（土）
� ～ 6 月 8 日（水）2022ロータリー国際大会 アメリカ　ヒューストン

2022年 6 月 6 日（月）休会日⑦
1850 2022年 6 月13日（月）
1851 2022年 6 月20日（月）
1852 2022年 6 月27日（月）次年度第 4回理事会（新 4）

クリーンデー　青字　　　休会日　緑字　　　祝日　赤字　　　家族例会　紫字
炉辺談話　オレンジ色字　　　　　　次年度行事　　　　　　地区行事

杦本日出夫�会長

阿部　吉秀�副会長

木下　基司�幹事


