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」

拡大部門アドバイザー
　村　岡　秀　雄(大阪東)

米山奨学委員会

○三　好　三郎丸(大阪天満橋)

○平　田　啓治郎(大阪西南)

　酒　井　　宏吠阪南)

　中　渾　章　好(大阪住吉)

　北　川　　　哲(大阪天満橋)

ロータリー財団委員会

○山　中　文　和(大阪南)

○増　田　　　鼎(八　尾)

　執　行　経　世(枚　方)

　阿　部　成之助(大阪鶴見)

　松　岡　茂　雄(大阪鶴見)

　古　川　　　稔(寝屋卸

　滝　　　一　郎(大阪南)

｜ 世界社会奉仕委員会

○横　山　守　雄(大阪中央)

○坂　本　　　旭(大阪東淀)

　藤　井　宏　一(大阪西北)

　堀　内　　顕(八尾東)

　瀧　田　浩　彦(東大阪中央)

　長　渾　利　治(茨　木)

　吉　川　謹　司(東大阪東)

青少年活動委員会

○板　垣　美　一吠阪住吉)

○有　賀　一　夫吠阪咲洲)

　垣　内　康　弘(大阪みなと)

　三　浦　高　行(東大阪)

　西　田　恵　心(大阪城北)

　中　井　敬　和(八尾中央)

　本　田　和　正(大阪南)

　増　成　恒　哉(大　阪)

　大　堀　舜　久(大阪中央)

　八　木　　　誠(大阪大手前)

社会奉仕委員会

○矢　橋　弘　嗣(千　里)

○岡　崎　　忠(大阪西)

　大　橋　　　融(大阪北淀)

　甚　田　倫　弘(豊中千里)

　山　野　謹五郎(大阪梅田東)

　宮　崎　信　夫(大阪北淀)

　豆　村　賢　治(大阪うつぼ)

　塚　田　雄一郎(東大阪)

　大　迫　茂　人吠阪南)

　福　田　公　二(池田くれは)

職業奉仕委員会

○丹　羽　健　二(大阪西南)

○近　藤　浩　司(大阪南)

　久　我　三　郎(大阪南)

　細　川　壽太郎(大阪阪南)

　上　田　直　樹(大阪西南)

　中　村　憲　次(茨　木)

　伊　藤　俊　夫(大阪北)

会員増強委員会

○西　原　房　三(守　口)

○熊　谷　常　一(豊中南)

　沖　原　　　徹(茨木東)

　境　　　高　彦(大阪城南)

　多　田　昭　三(大阪東南)

　西　村　　　淳(大阪平野)

　岩知道　寿　夫(千　里)

ド

」

拡大委員会

<拡大カウンセラー〉

○崎　島　七　郎(大阪住之江)

○芦　谷　　　光(守　口)

　池　田　　　貢(大　東)

<委　員〉

　杉　本　一　三(八　尾)

　服　部　　　修(枚　方)

　松　島　　盤(寝屋川)

財団情報委員会

○増　田　　　鼎(八　尾)

○米　田　誠　宏(高　槻)

　宮　田　宏　章(大阪北)

ト 青少年交換委員会

○中　　　一　皓(枚方くずは)

○三　宅　一　嘉(大阪東南)

○毛　利　哲　三(大阪西南)

　近　藤　慨　道(高槻西)

　植　田　豊　貢(箕面中央)

　岡　　　　　豊(大阪鶴見)

　常楽寺　喜　雄(東大阪東)

　大　門　康　剛(交　　野)

　河　村　裕　司(枚方くずは)

　林　　　輝　久吠阪東)

　杉　浦　勝　昭(大阪東南)

ボランティア委員会

○岡　本　克持郎(大阪城南)

○松　岡　晃一郎(大阪うつぼ)

　小　池　　　明(茨　木)

　日野上　輝　夫(大阪阪南)

　松　本　　　豊(大阪東南)

　浅　沼　善次郎(大阪咲洲)

広報・雑誌委員会

○新　津　敬　直(大阪西)

　中　井　　　保(大阪大淀)

　中　谷　隆　三(守　口)

　田　漫　純　一(大阪西)

　高　島　凱　夫(大阪中之島)

財団国際親善奨学生委員会

○阿　部　成之助(大阪鶴見)

○寺　田　秀　興(東大阪東)

　奥　　　嘉　隆(交　野)

　奥　野　喜　好(寝屋川)

　酒　井　泰　男(大阪阿倍野)

　槽　井　良　文(大　阪)

　佐　藤　俊　一(大阪鶴見)

　小　谷　年　司吠　阪)

ローターアクト委員会

○小　西　其　明(寝屋川)

○岩　津　陽　介(大阪御堂筋)

　神　島　喜輿一(大阪西南)

　国　分　順　一吠阪平野)

　石　田　　　肇(東大阪東)

　吉　田　　　弘(枚　方)

　磯　田　郁　子(大阪東淀)

　前　田　節ノ助吠阪西)

　常　盤　泰　弘(守　口)

環境保全委員会

○槽　井　　　勲吠阪本町)

　柳　　　雄　二(八尾中央)

　庄　司　修三郎(箕　面)

　藤　井　健　蔵(大阪うつぼ)

　竹　中　照　次(東大阪)

財団増進委員会

○執　行　経　世(枚　方)

○矢　部　文　治(大　阪)

　谷　ロ　　　勉(大阪難波)

　中　西　啓　詞(八　尾)

　金　田　勝　弘吠阪城南)

米山寄付金委員会

○平　田　啓治郎(大阪西南)

○小　松　英　二吠阪北)

　宮　竹　　　昭(大阪大手前)

規定・情報委員会

○土　井　正　裕吠阪北)

　川　崎　　　壽(大阪中央)

　向　井　仲　太(東大阪)

　島　津　鐙　次(茨　木)

　橋　本　崇　志(大阪北)

〈卓話銀行担当〉

　伊　藤　徳次郎(吹　田)

　小　林　　　勝(大辰ちゃやまち)｜
米山奨学選考委員会

○酒　井　　宏(大阪南)

○渋　谷　敏　郎吠阪北)

　宮　田　久　嘉(枚　方)

　大　森　　　清(大阪淀川)

財団学友委員会

○吉　川　　稔(寝屋川)

○簡　　　仁　一(茨　木)

　岸　本　卯一郎(箕面中央)

　山　本　光　勇吠阪柏原)

　溝　畑　正　信(東大阪東)

　吉　川　忠　章(東大阪東)

研究グループ交換委員会

○松　岡　茂　雄吠阪鶴見)

○中　園　直　樹(守　口)

　橿　村　泰　信(摂　津)

　大　内　昭　男吠阪鶴見)

　加　藤　　　隆(八　尾)

　大　野　忠　雄(大阪梅田東)

　大　石　博　雄(大阪北淀)

　松　本　　　甫(枚方くずは)

　吉　川　謹　司(東大阪東)

」

国際交流・平和委員会

○笹　井　敏　之(大阪ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ)

○吉　川　邦　英(大　阪)

　小　山　雄　三吠阪東)

　清　水　　　明吠阪船場)

　加　古　康　明(大阪梅田東)

　祖父江　一　郎(大阪御堂筋)

　村　岡　大　輔吠阪西)

インターアクト委員会

○朝　倉　　　良吠阪城南)

○角　屋　正　進吠阪南西)

　片　上　淑　子(大阪住吉)

　成　瀬　俊　昭吠阪城南)

　今　川　和　明(八　　尾)

　南　　　喜代春(大阪南)

　奥　　　剛　典吠阪阪南)

親睦活動委員会

○大　川　進一郎(大　東)

○徳　永　孝　哉(大阪船場)

　家　村　武　秀(守　口)

　松　本　一　夫(大阪そねざき)

　塩　山　博　之(大阪心斎橋)

　野　口　幸　助(大阪天満橋)

　中　島　　　武(大阪堂島)

米山奨学生委員会

○北　川　　　哲(大阪天満橋)

○藤　川　隆　治(池　田)

　坪　内　　　隆(茨木西)

　小　竹　靖　二(大阪中之島)

財団人道的援助委員会

○大　谷　　　透(大阪西南)

○飯　原　弘　章(大阪住吉)

　増　本　　猛(茨木東)

　川　村　一　郎吠阪城北)

　岩　井　孝　明(大阪西)

ポリオプラス委員会

○滝　　　一　郎吠阪南）

○池　田　　　正吠阪本町）

　岡　本　健　治吠阪東南）

米山学友委員会

○中　渾　章　好(大阪住吉)

○末　村　　　斉(豊　中)
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