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2014－2015年度 第2660地区
ガバナー補佐の紹介

ＩＭ第１組
生年月日
職　　業

ロータリー歴

1947年3月24日
有限会社 禄寿壱　建築不動産研究所　代表取締役

　前年度の井上ガバナー補佐の後を受けて、IM第２組のガバナー補佐を務めさせていただきます。
　泉ガバナーの地区のテーマに従い、ＩＭ２組（北摂12RC）の一つ一つのクラブがより一層輝くように地区と
クラブの架け橋になれるよう頑張りますので、ご協力をお願い申し上げます。

　本年度、IM第１組のガバナー補佐の重責を承ることになりました。ガバナー補佐訪問時の卓話では、泉ガバ
ナーの地区方針をお伝えするように努めたいと思います。
　また、クラブ協議会に参加し、クラブのご意見をガバナー及びガバナー補佐の皆様へお伝えする等、地区と各
クラブの橋渡し役として、微力ですが精一杯頑張りたいと思います。
　各クラブのご指導、ご協力をお願い申し上げます。

ＩＭ第２組

2004年12月9日
2006年～2011年
2011年～2012年
2012年～2013年
2008年～2012年
2013年～2014年
ポール・ハリス・フェロー

箕面ＲＣ入会
理事
役員
会長
地区社会奉仕委員会委員
地区社会奉仕委員会委員長

西宮 富夫 （にしみや とみお）　（箕面ＲＣ）

生年月日
職　　業

ロータリー歴

1952年4月12日
平和商事株式会社　代表取締役
1992年2月26日
1994年～1997年
1996年～1997年
1997年～1998年
1998年～2001年
2003年～2004年
2006年～2007年
2007年～2008年
2012年～2013年
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
米山功労者（マルチプル）

茨木ＲＣ入会
地区財団学友委員会委員
幹事
地区財団学友委員会副委員長
地区財団学友委員会委員長
会長
地区世界社会奉仕委員会委員
地区財団奨学金・学友委員会委員長
地区財団奨学金・学友委員会委員

簡　 仁一 （かん じんいち）　（茨木ＲＣ）
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　いよいよ泉ガバナー年度の幕開けです。私、西邨智雄も補佐エレクトを拝命して以来、本当に、この重責が果
たせるものかと心配してまいりましたが、お受けした限りは、出来る限りの能力で頑張る所存です。 　元来、「北
河内は一つ」と思っております。各市、各クラブごとに違いはあるでしょうが、IM3組として、第2660地区の一
部として、力を携えてロータリー活動に邁進しようではないですか。亀井パストガバナー補佐のお知恵もお借
りし、苦しい時でも前向きに考えながら、楽しいロータリーにしていきましょう。
　楽しくなければ、有意義でなければ、人は集まってきません。会員拡大は年とともに難しくなっております
が、多様な楽しみ方を示しながら、会員の維持と拡大に力を尽くしましょう。昨月、ロータリーの世界大会に参
加し、友愛の家のブースを開設し、世界の仲間たちと交流してまいりました。これも、楽しみ方の一つです。 
　ロータリーは「I Serve」です。会員が各自に楽しみながら輝きましょう。

ＩＭ第３組

　辻本ガバナー補佐のご指導を受け今年度、ガバナー補佐を務めさせて頂くことになりました。
　泉ガバナーの地区テーマ、及び強調事項を各クラブへお伝えし、またクラブの活動状況や地区への要望など
をガバナーにお伝えすることが重要な役割と考えています。「ＩＭは、近隣クラブの皆様と親睦を深める貴重な
行事である。」と、泉ガバナーがおっしゃっております。
　ホストクラブを中心に近隣クラブと親睦を深めていただくとともに、情報交換の場として頂きたいと思いま
す。皆様のご指導、ご協力をよろしくお願いいたします。

ＩＭ第４組

生年月日
職　　業

ロータリー歴

1951年5月17日
社会福祉法人 たちばな会
特別養護老人ホーム 寝屋川石津園 総合施設長
1995年4月29日
1995年～1996年
2003年～2004年
2006年～2007年
2007年～2010年
2010年～2011年
2011年～2012年
2013年～2014年
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
米山功労者（マルチプル）

寝屋川東ＲＣ（現香里園ＲＣ）入会
ＳＡＡ
幹事
会長
地区国際奉仕・WCS委員会委員
地区国際奉仕・WCS委員会副委員長
地区米山奨学委員会委員
地区青少年交換委員

西邨 智雄 （にしむら さとお）　（香里園ＲＣ）

生年月日
職　　業

ロータリー歴

1950年7月14日

1997年12月10日
2002年～2003年
2005年～2006年
2008年～2009年
2009年～2010年
2011年～2012年
2012年～2013年
2013年～2014年
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
米山功労者（マルチプル）

八尾ＲＣ入会
理事
八尾ＲＣ創立45周年副実行委員長
幹事
理事
役員
会長
役員

井川 孝三 （いがわ こうぞう）　（八尾ＲＣ）
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　ＲＩ会長ゲイリー・ホァン氏の本年度テーマ「LIGHT UP ROTARY」（ロータリーに輝きを）を受け、泉ガバ
ナーは「ひとりひとりの輝きで、あなたの地域を輝かそう」とテーマを定められました。
　テーマの内容を考えてみて今更ながらロータリーは「アイ サーブ」が基本である事を再確認いたしました。
各クラブがＲＩ戦略計画の中で「中核となる価値観」（親睦、高潔性、多様性、奉仕、リーダーシップ）を如何なく
発揮して頂く一助となれば幸いであり、英知ある川﨑直前ガバナー補佐には遠く及びませんがエレクトとして
の１年間の体験を生かして精一杯努力いたす所存です。
　どうか温かいご支援とご協力を賜りますようにお願いいたします。

ＩＭ第５組

　2014－2015年度、ＩＭ第６組ガバナー補佐を拝命いたしました。
　今年度のＲＩのテーマは「ロータリーに輝きを」ですが、泉ガバナーは「地区の第一の目標は『クラブの活性化』
である」ということを強調されております。活性化と言いましても、クラブの規模・性格によってその手法は
変わってくるのですが、クラブの現状に合わせた方向性を考えていただく上で、我々が少しでもお役にたてれ
ばと考えています。         
　ロータリー活動の原点はクラブにあるということを踏まえ、クラブの主体性を重んじ、地区は各クラブを側
面からの支援したいと考えています。よろしくお願いいたします。

ＩＭ第６組

生年月日
職　　業

ロータリー歴

1937年5月26日
医療法人 歯適塾 緒方歯科　院長
1985年9月25日
1994～1995年度
1998～1999年度
2000～2001年度
2000～2001年度
2002～2003年度
2003～2004年度
2006～2007年度
2012～2013年度
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー、ベネファクター
米山功労者（マルチプル）

大阪北ＲＣ入会
幹事
理事
Ｓ．Ａ．Ａ．
地区幹事
ロータリー財団委員長
理事
副会長
会長

緒方　 満 （おがた みつる）　（大阪北ＲＣ）

生年月日
職　　業

ロータリー歴

1956年6月2日
株式会社 トヤマビル　戸田企画設計　代表取締役
2001年6月
2006年～2007年
2007年～2008年
2008年～2009年
2010年～2011年
2011年～2014年
ポール・ハリス・フェロー
米山功労者

大阪ちゃやまちＲＣ入会
幹事
理事
会長
地区国際奉仕ＷＣＳ委員長
理事

戸田 和孝 （とだ かずたか）　（大阪東淀ちゃやまちＲＣ）
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　2014～2015年度RIのテーマ『LIGHT UP ROTARY　ロータリーに輝きを』RI会長ゲイリー Ｃ.Ｋ. ホワン
氏、台北ロータリークラブ『暗闇の道を嘆かずに１本のローソクを灯して行こう』は本年度ＲＩ会長の御言葉で
あります。他人の心にも１本のローソクの灯をともして行こう。又自分自身の心にもローソクの灯りをともし
て行こう。又地区テーマは『ひとりひとりの輝きで　あなたの地域を輝かそう』泉 博朗ガバナーの2660地区の
テーマであります。
　何故100年の歴史を超えてロータリーは生き続けるのでしょうか。その秘密は職業を通じて他人にサービス
（奉仕）をするロータリーの精神が生きているからだと思います。図らずも此のたびガバナー補佐の大役をお
引き受けする事になりました。浅学非才の私で御座います。何卒ご無礼のありました節、又行き届かぬ点があ
りました節にはご容赦賜わります様にお願い申し上げます。

ＩＭ第７組

　IM第８組ガバナー補佐を再度拝命致しました川上です。ガバナー補佐の益々の重要性鑑み、効果的な活動計
画の作成と実施に必要な助言等を提供する責務を遂行して参りたい。
　IM第８組では９クラブの会長、幹事でともに手を携えＲ活動を「八輪会」と称し、年４回開催し友好や親睦を
深め、地区との連携を図るための勉強や、クラブ現状や、問題点など、情報交換を通じて研鑚し各クラブの活性
化の為に、貢献して参りたいと存じます。

ＩＭ第８組

生年月日
職　　業

ロータリー歴

1943年8月31日
株式会社 矢田健商店　代表取締役社長
1995年2月
2005～2006年度
2007～2008年度
2009～2010年度
2010～2013年度
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
米山功労者（マルチプル）

大阪南西ＲＣ入会
理事
副会長
会長
理事

矢田 勝利 （やだ かつとし）　（大阪南西ＲＣ）

生年月日
職　　業

ロータリー歴

1944年3月7日
株式会社 AR設計　代表取締役会長
1998年11月
1999年～2000年
2002年～2003年
2003年～2004年
2004年～2005年
2006年～2008年

2007年～2009年
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
米山功労者（マルチプル）

大阪平野ＲＣ入会
幹事
会長
地区OutoOsaka委員会委員
IM８組ガバナー補佐
地区クラブ奉仕・拡大増強委員会委員長
地区CLP委員会
地区研修委員会委員

川上 善司 （かわかみ ぜんじ）　（大阪平野ＲＣ）
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