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国際ロータリー会長メッセージ

2021-22年度
国際ロータリー会長

シェカール・メータ 

地区大会に出席される皆さまにご挨拶申し上げます。
直接対面式であるか、オンライン形式であるかを問わず、
このような会合の機会は、これまでの成果を振り返り、国
境や文化を超えたネットワークを広げ、今後のためのアイ
デアを共有する場となります。皆さま一人ひとりが真の変
化をもたらすことができるよう、本会合に積極的に参加す
ると同時に、この時間をお楽しみいただけることを願って
おります。

ロータリアンである私たちは、奉仕へのコミットメント
をもち、一人では達成できない大きなことに貢献すること
を目指します。本会合は、社会奉仕への情熱をさらに高
め、互いにインスピレーションを与えあい、ロータリーの
奉仕を次なる高みへと導く機会です。

今年度は、「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするた
めに」というテーマの下、あらゆる方法に目を向けていく
ことが重要となります。奉仕は、私たちが地球上で過ご
す時間に対して支払う「家賃」です。私たちは、「もっと
成長し、もっと多くを成し遂げる」ことでロータリーの奉
仕を広げていくために、「みんなが一人を入会させよう
（Each One, Bring One）」の取り組みに力を注ぐことが
できます。すべてのロータリー会員が一人の新会員をロー

タリーに導くことができれば、それによってもたらされる
成長は計り知れないものとなるでしょう。私たちはまた、
女子のエンパワメントにより一層の力を入れ、女性のため
の多くの機会を開くことに尽力します。さらに、ロータリー
奉仕デーの機会を生かして、世界中でロータリーの奉仕
を紹介し、地域社会の枠組みを超えた新しい活動方法
を見出していきます。

本会合で学んだことをクラブや地区に紹介し、次年度
の成功へとつなげる手助けをしていただけることを願っ
ております。「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするため
に」のテーマの下、共に素晴らしい奉仕を実現していきま
しょう。

敬意を込めて

ロータリアンの皆さま

国際ロータリー会長プロフィール

インド、カルカッタ-マハナガルRC所属。
会計士。不動産開発会社「Skyline Group」会長。2004年のインド
洋大津波の際には、被災家族に約500戸の家屋建築を支援。南ア
ジアで1,500件以上の心臓外科手術プログラムを立ち上げる。イン
ド全土での識字率向上「TEACHプログラム」の創設にかかわる。
1984年にロータリークラブ入会。RI理事、ゾーンコーディネーター、
研修リーダー、ロータリー財団専門家グループメンバー等を歴任。
超我の奉仕賞、ロータリー財団功労表彰状と特別功労賞を受賞。
ラシ夫人と共にメジャードナー、遺贈友の会会員としてロータリー
財団を支援。

2021－22年度国際ロータリー会長
シェカール・メータ 
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ガバナー挨拶

2021-22年度は、日本ロータリー102年目を見識高い2680地
区ファミリーの皆さまと新しい門出の年度として出発し、様々な
プロジェクト・プログラムをご一緒できたことを誇りに思います
とともに深く感謝申し上げます。

本日は公務ご多忙のなか、齋藤元彦兵庫県知事、藤原保幸伊
丹市長はじめ、皆様よりご祝辞を賜り御礼を申し上げます。

また、三木明ロータリー財団管理委員・元RI理事（姫路）に
RI現況報告をご快諾いただきましたことにあらためて感謝を申
し上げます。

本大会講演は、国際霊長類学会会長・第26代京都大学総長
の山極壽一先生にお願いしております。環境問題の権威である
先生の著書『ゴリラからの警告「人間社会、ここがおかしい」』
は、人間社会への提言であり、私たちロータリアンとファミリー
が真摯に取り組むべき課題を数多く示唆していただけるものと
期待しております。

ガバナーの行動指針として、“For the dynamic Leaders of 
futures with Rotary”「ロータリーとともに活力に満ちたリーダー
を育てるために」を標榜させていただきました。ロータリー全て
の活動は、未来を担うロータリーファミリーの人材育成に繋がり
ます。地域・職域でのリーダーであるロータリアンの行動全て
が、人を育てる根底にあることに思いを致すと、自ずと「自身の
人格形成」に繋がり、自らの成長の糧になるものと存じます。

COVID-19禍の公式訪問では、ロータリークラブ（71）、ロー
ターアクトクラブ（９）を、日程調整のうえ、全て対面で実施す
ることができました。また、同時進行しておりました各セミナー
等のプロジェクト・プログラムは、原則対面とハイブリッドによ
る配信ができました。地区運営に携わっていただいた全ての皆
さまのご苦労に敬意を表します。

－ 全てのロータリアンとファミリーの皆さまに感謝して－

2021-22 年度
ガバナー

（伊丹）
吉岡　博忠

大会実行委員長挨拶

昨秋以来、少しは落ち着くかと思えたCOVID-19もオミクロ
ン株による急激な感染拡大により、１月27日、兵庫県全域が
「新型コロナ感染拡大に伴うまん延防止等重点措置」の対象
地域に指定されました。

このような状況下、本年度地区大会の開催方法につき慎重に
審議を重ねた結果、参加者の安全・安心を守ることを最優先と
考え、飲食を伴う行事は全て取り止め、大会特別委員会を除き
全てのプログラムをオンライン開催とすることといたしました。

実行委員会にとりましても、苦渋の決断であり、昨年に続い
て今年も対面での地区大会ができないことは、誠に残念であり
ますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

又、ご来駕を予定いただいておりました来賓の皆様、関係者
の皆様、そして国際ロータリー第2680地区の会員の皆様には、
心よりお詫び申し上げます。

さて、本年度吉岡ガバナーは、月信第１号において、行動指
針として“For the dynamic Leaders of futures with Rotary”
を掲げられ、「このような感染拡大の中で巣ごもりするのではな
くあらためて『親睦』と『奉仕』の実践のため『学び』にスポッ
トを当て、リーダーの『人材育成』を標榜させていただきます」
と述べられています。

この様な基本的な考えのもと、本年度地区大会では、
COVID-19以後の新しい社会の「人材育成」を目指して、二つ
の講演を企画いたしました。

大会初日に「ロータリーの魅力を伝えよう」という演題で国際
ロータリー第2840地区パストガバナーの田中久夫氏と、２日目
に「ゴリラからの警告とコロナ後の社会」という演題で総合地
球環境学研究所所長の山極壽一氏、両氏の講演であります。
閉会に至るまでお楽しみいただければ幸いです。

最後になりましたが、本年度地区大会開催に当たり、ご協力
をいただきました全ての皆様に心より御礼申し上げます。

大会実行委員長

（伊丹）
中島　勝美
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兵庫県知事祝辞

国際ロータリー第2680地区大会の開催を心からお慶び申し
上げます。
親睦、高潔性、多様性、奉仕、リーダーシップ。昭和から平
成、そして令和へと時代が移り変わりゆくなか、皆様はこの５つ
の普遍的な価値観を大切にされながら、地域の元気づくりやよ
り良い社会の実現に向けた取組を進めてこられました。これま
での真摯な活動に改めて敬意を表します。

いま私たちの目の前には、新型コロナウイルス感染症をはじ
め、人口減少、少子高齢化、多発する災害など様 な々課題が横
たわっています。しかし、かつての成功モデルからは、もはや解
決策を導き出すことが困難になっているのではないでしょう
か。前例にとらわれず、伸びやかな試行錯誤の中から、未来へ
の扉を開いていく。そんな生き生きと「躍動する兵庫」を実現し
てかなければなりません。

その際、私が重視するのが、民間や他府県と連携した「開放
性の高いオープンな県政」、誰も取り残さない「人に温かい県
政」、そして県民との対話を重ね、それを施策につなげる「県民
ボトムアップ型県政」の３つです。
この基本姿勢を大事にしながら、2025年大阪・関西万博を
見据えたベイエリアの活性化をはじめ、ポストコロナに向けた
新たなチャレンジを積極果敢に展開していきたいと考えていま
す。ともに力を合わせ、兵庫を前に進めてまいりましょう。

国際ロータリー第2680地区の今後ますますのご発展、そし
て、ロータリアンの皆様のご健勝を心からお祈りします。

伊丹市長祝辞

この度、国際ロータリー第2680地区大会が開催されますこ
と、心からお慶び申し上げます。
さて、新型コロナの世界的流行が始まってから、早いもので
２年余りが経過しました。
この困難な時期においても、ロータリーの皆様は、会員相互
の友情と親睦を途絶えることなく、つながり、そして奉仕すると
いう共通の目的のもと結集され、日々変容するコロナ禍において
も活動を継続されるなど、改めてそのご尽力に敬意を表します。
今世界では２つの大きな変革が同時に進んでいます。それ
は、社会の「デジタル化」と「グリーン化」です。
デジタル化とは、単にコンピュータ技術が進化するというだ
けでなく、雇用のカタチ、働き方のカタチなど、社会全体のあり
様の変革です。コロナ禍対応の反省も踏まえ、遅れていた日本
のデジタル化は現在急速に進んでいます。
そしてグリーン化については、2030年に基準年比で温室効
果ガス46％削減や、2050年までにカーボンニュートラル達成に
向けた取り組みが、日本全体で加速しています。ロータリーの
皆様においても、昨年より「環境」を重点分野に位置づけ、天
然資源の保全と保護を促進し、環境の持続可能性の向上に取
り組まれているとお聞きしています。コロナ禍の長期化は、地
域経済や市民生活に大きな負の影響を及ぼしています。そう
いった状況下では、行動人から成るロータリーの皆様の活動
は、これまで以上に社会に求められてくるでしょう。引き続き
の、ご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
最後になりましたが、国際ロータリー2680地区のご発展と、
ご参加の皆様のご健勝、ご活躍を心からお祈り申し上げまし
て、お祝いの言葉とさせていただきます。

伊丹市長

藤原　保幸
兵庫県知事

齋藤　元彦
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兵庫県知事祝辞

国際ロータリー第2680地区大会の開催を心からお慶び申し
上げます。
親睦、高潔性、多様性、奉仕、リーダーシップ。昭和から平
成、そして令和へと時代が移り変わりゆくなか、皆様はこの５つ
の普遍的な価値観を大切にされながら、地域の元気づくりやよ
り良い社会の実現に向けた取組を進めてこられました。これま
での真摯な活動に改めて敬意を表します。

いま私たちの目の前には、新型コロナウイルス感染症をはじ
め、人口減少、少子高齢化、多発する災害など様 な々課題が横
たわっています。しかし、かつての成功モデルからは、もはや解
決策を導き出すことが困難になっているのではないでしょう
か。前例にとらわれず、伸びやかな試行錯誤の中から、未来へ
の扉を開いていく。そんな生き生きと「躍動する兵庫」を実現し
てかなければなりません。

その際、私が重視するのが、民間や他府県と連携した「開放
性の高いオープンな県政」、誰も取り残さない「人に温かい県
政」、そして県民との対話を重ね、それを施策につなげる「県民
ボトムアップ型県政」の３つです。
この基本姿勢を大事にしながら、2025年大阪・関西万博を
見据えたベイエリアの活性化をはじめ、ポストコロナに向けた
新たなチャレンジを積極果敢に展開していきたいと考えていま
す。ともに力を合わせ、兵庫を前に進めてまいりましょう。

国際ロータリー第2680地区の今後ますますのご発展、そし
て、ロータリアンの皆様のご健勝を心からお祈りします。

伊丹市長祝辞

この度、国際ロータリー第2680地区大会が開催されますこ
と、心からお慶び申し上げます。
さて、新型コロナの世界的流行が始まってから、早いもので
２年余りが経過しました。
この困難な時期においても、ロータリーの皆様は、会員相互
の友情と親睦を途絶えることなく、つながり、そして奉仕すると
いう共通の目的のもと結集され、日々変容するコロナ禍において
も活動を継続されるなど、改めてそのご尽力に敬意を表します。
今世界では２つの大きな変革が同時に進んでいます。それ
は、社会の「デジタル化」と「グリーン化」です。
デジタル化とは、単にコンピュータ技術が進化するというだ
けでなく、雇用のカタチ、働き方のカタチなど、社会全体のあり
様の変革です。コロナ禍対応の反省も踏まえ、遅れていた日本
のデジタル化は現在急速に進んでいます。
そしてグリーン化については、2030年に基準年比で温室効
果ガス46％削減や、2050年までにカーボンニュートラル達成に
向けた取り組みが、日本全体で加速しています。ロータリーの
皆様においても、昨年より「環境」を重点分野に位置づけ、天
然資源の保全と保護を促進し、環境の持続可能性の向上に取
り組まれているとお聞きしています。コロナ禍の長期化は、地
域経済や市民生活に大きな負の影響を及ぼしています。そう
いった状況下では、行動人から成るロータリーの皆様の活動
は、これまで以上に社会に求められてくるでしょう。引き続き
の、ご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
最後になりましたが、国際ロータリー2680地区のご発展と、
ご参加の皆様のご健勝、ご活躍を心からお祈り申し上げまし
て、お祝いの言葉とさせていただきます。

伊丹市長

藤原　保幸
兵庫県知事

齋藤　元彦
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ガバナーエレクト挨拶

宝塚中ロータリークラブの阪上栄樹でございます。
“For the dynamic Leaders of futures with Rotary”

「ロータリーとともに活力に満ちたリーダーを育てるために」を
今年度のガバナー行動指針としてこられました吉岡博忠ガバ
ナーの地区大会は、昨年に続いてCOVID-19感染拡大対応の
為、懇親を伴う通常通りの開催が出来なくなりました事、吉岡
ガバナーの心中をお察し申し上げます。しかし、出来る限りの
知恵を絞って開催される今回の地区大会も、今後のロータリー
活動の指針となるものだと思います。まずは、2021-22年度の地
区大会が、吉岡ガバナーのリーダーシップの下に開催されまし
た事、心よりお慶び申し上げます。

一昨年９月にガバナーノミニーとして指名されて以来、多くの
地区委員会やセミナーに出席させて頂き、地区の活動の重要
性に気付かされてまいりました。これまでもですが、これからも
時代に合わせてロータリーは大きく変わろうとしています。変革
を恐れずに、時代にあったロータリークラブを模索してまいり
ます。

ロータリーの重点分野に今年度より７つ目の分野として「環
境」が加わりました。このような変化にも対応しながら、浅木年
度地区戦略計画委員会で決まりました地区ビジョンと地区戦
略計画を全うすべく努力してまいります。さらに、今まで受け継
がれてまいりました当2680地区の良さも守っていかなければと
思っております。

ロータリーの明日に夢を込めてロータリーを楽しもうと思って
おります。

次年度に向けて後４ヶ月を切りましたが、私自身はまだまだ
研鑽の途上でございます。本日この場に集われましたロータリ
アンとロータリーファミリーの皆様、オンラインでご参加の皆
様、吉岡丸に続く阪上丸にもご支援ご協力をどうぞよろしくお
願いいたします。

ガバナーノミニー挨拶

「為説は必ずしも自他に関われず、
　　　　　　他のための説着、即ち自らのための説着」

私儀　
この度、ガバナーノミニーとして丸尾研一ガバナー指名委員
長によって、ご指名いただきました、三田RCの安行と申します。
小規模なクラブでの不安、まして、浅学菲才、寡見少聞、区聞
陬見、以多問寡、まだまだロータリーの何もわかっていない身
ゆえ、皆様にご迷惑をおかけすることが多 あ々ると思います。ど
うか皆様に善き指導を賜りたく存じます。今後ともどうぞよろし
くお願い申し上げます。
さて、冒頭にあげた言葉は、「他人のために説くということ
は、必ずしも自己と他人との関係の中でなされているのではな
く、他のために説くことが、そのままそっくり自己のために説くこ
とにほかならない」、という意味です。つまり、誤解を恐れずに
言うならば、自己中心の自分に気づく、ということになりますで
しょうか。自己を磨くということと自己中心は全く違います。
ロータリーに捧げるという決心をした限り、他のために尽くし
切っているかどうか、これは私の師であった、今井鎮雄先生か
ら20代の頃、「身を捧げなさい」と教えられたことに通ずる、私
の心の芯となって、今も常に自問し続けています。
今後大役を受けた限りは、今一度自分に問うて、むしろ自分
の生きがいを充足させてもらっているのだという謙虚な姿勢で
今後も望みたいと思っています。

小子　英文　九拝　

ガバナーノミニー

安行　英文
ガバナーエレクト

阪上　栄樹
（宝塚中） （三田）
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ガバナーエレクト挨拶

宝塚中ロータリークラブの阪上栄樹でございます。
“For the dynamic Leaders of futures with Rotary”

「ロータリーとともに活力に満ちたリーダーを育てるために」を
今年度のガバナー行動指針としてこられました吉岡博忠ガバ
ナーの地区大会は、昨年に続いてCOVID-19感染拡大対応の
為、懇親を伴う通常通りの開催が出来なくなりました事、吉岡
ガバナーの心中をお察し申し上げます。しかし、出来る限りの
知恵を絞って開催される今回の地区大会も、今後のロータリー
活動の指針となるものだと思います。まずは、2021-22年度の地
区大会が、吉岡ガバナーのリーダーシップの下に開催されまし
た事、心よりお慶び申し上げます。

一昨年９月にガバナーノミニーとして指名されて以来、多くの
地区委員会やセミナーに出席させて頂き、地区の活動の重要
性に気付かされてまいりました。これまでもですが、これからも
時代に合わせてロータリーは大きく変わろうとしています。変革
を恐れずに、時代にあったロータリークラブを模索してまいり
ます。

ロータリーの重点分野に今年度より７つ目の分野として「環
境」が加わりました。このような変化にも対応しながら、浅木年
度地区戦略計画委員会で決まりました地区ビジョンと地区戦
略計画を全うすべく努力してまいります。さらに、今まで受け継
がれてまいりました当2680地区の良さも守っていかなければと
思っております。

ロータリーの明日に夢を込めてロータリーを楽しもうと思って
おります。

次年度に向けて後４ヶ月を切りましたが、私自身はまだまだ
研鑽の途上でございます。本日この場に集われましたロータリ
アンとロータリーファミリーの皆様、オンラインでご参加の皆
様、吉岡丸に続く阪上丸にもご支援ご協力をどうぞよろしくお
願いいたします。

ガバナーノミニー挨拶

「為説は必ずしも自他に関われず、
　　　　　　他のための説着、即ち自らのための説着」

私儀　
この度、ガバナーノミニーとして丸尾研一ガバナー指名委員
長によって、ご指名いただきました、三田RCの安行と申します。
小規模なクラブでの不安、まして、浅学菲才、寡見少聞、区聞
陬見、以多問寡、まだまだロータリーの何もわかっていない身
ゆえ、皆様にご迷惑をおかけすることが多 あ々ると思います。ど
うか皆様に善き指導を賜りたく存じます。今後ともどうぞよろし
くお願い申し上げます。
さて、冒頭にあげた言葉は、「他人のために説くということ
は、必ずしも自己と他人との関係の中でなされているのではな
く、他のために説くことが、そのままそっくり自己のために説くこ
とにほかならない」、という意味です。つまり、誤解を恐れずに
言うならば、自己中心の自分に気づく、ということになりますで
しょうか。自己を磨くということと自己中心は全く違います。
ロータリーに捧げるという決心をした限り、他のために尽くし
切っているかどうか、これは私の師であった、今井鎮雄先生か
ら20代の頃、「身を捧げなさい」と教えられたことに通ずる、私
の心の芯となって、今も常に自問し続けています。
今後大役を受けた限りは、今一度自分に問うて、むしろ自分
の生きがいを充足させてもらっているのだという謙虚な姿勢で
今後も望みたいと思っています。

小子　英文　九拝　

ガバナーノミニー

安行　英文
ガバナーエレクト

阪上　栄樹
（宝塚中） （三田）
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ホストクラブ会長挨拶

伊丹ロータリークラブ会長を仰せつかっています杉本です。
本日2021-22年度国際ロータリー第2680地区、地区大会の開

催にあたりご挨拶を申し上げます。今回もCOVID-19感染症蔓
延により規模こそ縮小されましたが、代表幹事白井良夫会員始
め実行委員長中島勝美会員他、関係各位の叡智を結集しての
地区大会に辿り着きましたこと、クラブを代表して感謝申し上
げます。本大会におきまして兵庫県知事齋藤元彦様・伊丹市長
藤原保幸様の心温まるメッセージを賜り、重ね重ね感謝申し上
げます。

伊丹ロータリークラブのある伊丹市は兵庫県の東に位置して
います。猪名川を越えれば大阪府に隣接しています。昔から酒
蔵が数多く酒造りで有名な清酒発祥の地です。市内の会合で
乾杯は伊丹の酒で行う条例が出来るほどお酒に関しては生一
本な街です。また1973-74年に庄司康氏、1990-91年に深川純
一氏、そして吉岡博忠ガバナーと伊丹ロータリークラブからは
３人のガバナーを輩出しています。

吉岡ガバナーは、“For the dynamic Leaders of futures with 
Rotary”「ロータリーと共に活力に満ちたリーダーを育てるため
に」を掲げられて全てのロータリー活動がリーダーとしての「人
材育成」となることに重点を置き既に実践されています。

国際ロータリー第2680地区の集大成である大会が、感染症
の影響であらゆる行動が制限され、経済活動にも市民生活に
も多大な影響を及ぼす中、100周年を超えた日本のロータリー
が、引き続き感染症の中で何ができるかを模索することになり
ますが、世界中の、日本中の、2680地区のロータリアンが支え
あい、助け合い、今こそ本領発揮して活躍されんことを願って
ホストクラブ代表の挨拶とさせていただきます。ありがとうござ
いました。

ホストクラブ会長

杉本　啓次
（伊丹）
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大会プログラム

会長・幹事会 オンライン

地区大会１日目プログラム　３月５日(土)　

大会特別委員会 会場開催

大会登録委員会、大会信任状委員会、大会決議委員会
地区資金委員会、ガバナー指名委員会

開会
開会点鐘
挨拶および報告
挨拶
2020-21年度地区決算報告
監査報告
承認
閉会点鐘
閉会

司会　　代表幹事  　　白井　良夫

吉岡　博忠
吉岡　博忠
矢野　宗司
蘆田　裕三
光斎　信治

吉岡　博忠

ガバナー
ガバナー

地区研修リーダー
直前会計長

直前会計監査

ガバナー

本会議 YouTube配信

地区大会２日目プログラム　３月６日(日)

司会　　総務幹事  　　松本　輝明
木下まりか

14：00

14：40

オープニングアトラクション
開会
開会点鐘
日本国国歌
奉仕の理想斉唱
挨拶
挨拶
挨拶
知事祝辞
市長祝辞
地区リーダー紹介
参加クラブ紹介
物故者黙とう
特別講演「ゴリラからの警告とコロナ後の社会」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・休憩・・・・・・・・・・・・・・・・・・

RI現況報告

地区現況報告
表彰
大会登録委員会報告
大会信任状委員会報告
大会決議案上程
大会決議案採決方法（後日電子投票）
ガバナー指名委員会報告
ガバナーエレクト紹介
挨拶
ガバナーノミニー紹介
挨拶
参加クラブ代表挨拶
次年度ホストクラブ挨拶
所感
直前ガバナー夫妻へ　記念品と花束贈呈
謝辞
閉会点鐘
閉会

佐藤恭子カルテット

吉岡　博忠

中島　勝美
吉岡　博忠
杉本　啓次
齋藤　元彦
藤原　保幸

山極 壽一氏

三木　　明

吉岡　博忠

前田　隆則
髙瀬　英夫
浅木　幸雄
吉岡　博忠
室津　義定
吉岡　博忠
阪上　栄樹
吉岡　博忠
安行　英文
藤埜　貴夫
大門美智子
髙瀬　英夫
吉岡　博忠
吉岡　博忠
吉岡　博忠

ガバナー

大会実行委員長

ガバナー

ホストクラブ会長

兵庫県知事

伊丹市長

総合地球環境学研究所　所長

ロータリー財団管理委員
元RI理事

ガバナー

委員長

委員長

委員長

ガバナー

委員長

ガバナー

ガバナーエレクト

ガバナー

ガバナーノミニー

三田RC会長

宝塚中RC会長

直前ガバナー

ガバナー

ガバナー
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ロータリー研修セミナー　講師 本会議　特別講演　講師

講　演「ロータリーの魅力を伝えよう」

〈プロフィール〉
1957年２月23日生　ロータリー記念日のお生まれ
高崎経済大学経済学部教授（2011.4～2016.3 副学長）
さくらジャパン税理士法人・税理士
さくらジャパン社会保険労務士法人・社会保険労務士

【ロータリー歴】
1998年 高崎RC入会
2014-15年度 高崎RC会長

 会長年度に高崎RCの会員を64人から115人と
51人の純増に成功　

 現在、高崎RCの会員は137人で地区No.１
2017-18年度 2840地区ガバナー
 ガバナー年度に地区の会員数を50人増強
現　在 国際ロータリー第１地域ロータリーコーディネー

ター補佐
 公益財団法人ロータリー米山記念奨学会評議員

2021年６月幻冬舎より出版された「ロータリーク
ラブに入ろう！」で多くのロータリアンに感銘を
与える。

講　師　田中　久夫 氏

特別講演「ゴリラからの警告とコロナ後の社会」

〈プロフィール〉

総合地球環境学研究所所長

1952年東京都生まれ。

京都大学理学部卒、同大学院理学研究科博士後期課程単位

取得退学。理学博士。ルワンダ共和国カリソケ研究センター客

員研究員、日本モンキーセンター研究員、京都大学霊長類研究

所助手、京都大学大学院理学研究科助教授、同教授、同研究

科長・理学部長を経て、2020年まで第26代京都大学総長。人

類進化論専攻。屋久島で野生ニホンザル、アフリカ各地で野生

ゴリラの社会生態学的研究に従事。日本霊長類学会会長、国

際霊長類学会会長、日本学術会議会長、総合科学技術・イノ

ベーション会議議員を歴任。現在、総合地球環境学研究所所

長、環境省中央環境審議会委員を務める。著書に『ゴリラから

の警告「人間社会、ここがおかしい」』（毎日新聞出版）、『「サ

ル化」する人間社会』（集英社）等

講　師　山極　壽一 氏
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ロータリーファミリーの集い　アトラクション本会議　オープニングアトラクション

〈プロフィール〉

５歳よりヴァイオリンを始める。第64回全日本学生音楽コンクール大阪

大会高校の部第１位、同全国大会第１位、NHK放送協会賞。第17回

松方ホール音楽賞。第23回ABC新人コンサート最優秀音楽賞。第５回

宗次エンジェルヴァイオリンコンクール第２位。2018年度第28回青山

賞新人賞。2019年エリザベート王妃国際コンクールセミファイナリス

ト。これまでに関西フィル、大阪交響楽団、セントラル愛知交響楽団な

どと共演。ウィーン楽友協会 Gläserner Saalをはじめ、イタリアやスロ

ヴェニアのフェスティバルコンサートに出演するなど欧州でも活躍の場

を広げている。小澤国際室内楽アカデミーin 奥志賀に参加。ソロだけ

でなく室内楽にも積極的に取り組んでいる。2013-2016年度公益財団

法人青山財団音楽奨学生。相愛大学音楽学部 特別演奏コース及び同

大学音楽専攻科を卒業。在学中に三度学長賞を受賞。現在2021-22

年度ロータリー財団地区奨学生（タイプ２）としてウィーン国立音楽大

学に在籍。これまでに小栗まち絵氏、Michael Frischenschlager氏に

師事。

松岡　井菜 氏

佐藤恭子カルテット

〈プロフィール〉

兵庫県姫路市出身。横浜国立大学在学中にサックスを始め、横国大

ジャズ研究会、早大ハイソサエティオーケストラで活動。バークリー音

楽大学及びロータリー財団から奨学金を得て同大学へ留学。ジャズ作

曲科を専攻、アワード受賞、米国のジャズフェスやコンサートに出演。

卒業後はNY・ボストンで活動のち拠点を日本に移す。

2009年に『Zero』『Nations of Multiverse』、2015年には自身主宰

の「佐 藤 恭 子リトルオーケストラ」名 義 で『M o m e n t a r y』 

『Everlasting』、2017年カバーアルバム『Love Songs』をリリース。

2018年に世界各地のジャズアンサンブルコミュニティを繋ぐプロジェク

ト『Brilliant Corners』を立ち上げ、2020-21年東京芸術文化創造助成

事業として東京・デンマーク・ドイツ公演を予定。江戸川ジュニアビッ

グバンドアカデミーの音楽監督に就任等、ジャズ教育者として後進の

育成にも力を注ぐ。

佐藤　恭子 氏
Saxophone

スエナガ タカフミ 氏

Piano
古木　佳祐 氏

Bass
木村　　紘 氏

Drums
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2021-22年度 国際ロータリー第2680地区
地区大会決議（案）

決議第５号
2022年ヒューストン国際大会に関する件

2022年６月４日(土)から８日(水)に開催される2022年
ヒューストン国際大会が有意義かつ成功裏に終わるよう、
我々は、積極的に参加し協力することをここに決議する。

決議第６号
兵庫県および伊丹市、ならびに関係諸団体への感謝
の件

本大会開催に当たって、兵庫県および伊丹市、ならびに
諸関係団体から賜ったロータリーに対するご理解とご協力
に対し、我々は、深甚なる感謝の意を表することをここに
決議する。

決議第７号
ホストクラブへの感謝の件

本大会が、地区内外より多数の参加者を得て盛大に開催
されたことは、ひとえにホストクラブである伊丹ロータ
リークラブとコ・ホストクラブである川西、伊丹有明、川
西猪名川、伊丹昆陽池、西宮イブニングロータリークラブ
の、長期にわたる周到な準備と献身的なご努力の賜物であ
る。よって本大会は、これらのクラブ会員に対し、深甚な
る感謝の意を表することをここに決議する。

決議第８号
次年度地区大会に関する件

2022-23年度国際ロータリー第2680地区 地区大会を、宝塚
中ロータリークラブをホストクラブ、および宝塚、三田、
篠山、柏原、宝塚武庫川、三田南、HYOGOロータリーＥ
クラブの各ロータリークラブをコ・ホストクラブとして、
2023年３月４日(土)・５日(日)の両日において、神戸市で
開催することをここに決議する。

決議第１号
2021-22年度のRI会長テーマ推進に協力する件

国際ロータリー会長シェカール・メータ氏は、本年度の
RIテーマとして「奉仕しよう　みんなの人生を豊かにする
ために」“SERVE TO CHANGE LIVES”を掲げ行動され
ている。

我々は、本大会を機に決意を新たにし、RI会長テーマ推
進のため、さらに協力することをここに決議する。

決議第２号
国際ロータリー第2680地区直前ガバナー 髙瀬英夫氏
への感謝の件

直前ガバナー 髙瀬英夫氏は、2020-21年度ガバナー在任
中、直前国際ロータリー会長ホルガー・クナーク氏のRI
テーマ「ロータリーは機会の扉を開く」“ROTARY OPENS 
OPPORTUNITIES”推進のため、熱心かつ誠実に地区の
運営に尽力し、ロータリーの発展のために多大な貢献をさ
れた。

我々は、直前ガバナーに対し、深甚なる感謝の意を表す
ることをここに決議する。

決議第３号
ポリオ根絶活動に関する件

ポリオの根絶は、長年にわたってロータリアンが大きな
力を注いでいる活動である。パートナー団体とともに、世
界中の子どもたちにポリオ予防接種を実施し、発症数ゼロ
に99.9％到達しているが、いまだ根絶には至っていない。
我々は、目標を実現するまで根絶活動を継続することをこ
こに決議する。

決議第４号
COVID-19感染症に対する地域への取り組みに関する件

国際ロータリー第2680地区は、COVID-19感染症に対し、
地域内での感染拡大防止のための奉仕活動を実施するとと
もに国および地方公共団体等に全面的に協力することをこ
こに決議する。
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2021-22年度 国際ロータリー第2680地区
地区大会決議（案）

決議第５号
2022年ヒューストン国際大会に関する件

2022年６月４日(土)から８日(水)に開催される2022年
ヒューストン国際大会が有意義かつ成功裏に終わるよう、
我々は、積極的に参加し協力することをここに決議する。

決議第６号
兵庫県および伊丹市、ならびに関係諸団体への感謝
の件

本大会開催に当たって、兵庫県および伊丹市、ならびに
諸関係団体から賜ったロータリーに対するご理解とご協力
に対し、我々は、深甚なる感謝の意を表することをここに
決議する。

決議第７号
ホストクラブへの感謝の件

本大会が、地区内外より多数の参加者を得て盛大に開催
されたことは、ひとえにホストクラブである伊丹ロータ
リークラブとコ・ホストクラブである川西、伊丹有明、川
西猪名川、伊丹昆陽池、西宮イブニングロータリークラブ
の、長期にわたる周到な準備と献身的なご努力の賜物であ
る。よって本大会は、これらのクラブ会員に対し、深甚な
る感謝の意を表することをここに決議する。

決議第８号
次年度地区大会に関する件

2022-23年度国際ロータリー第2680地区 地区大会を、宝塚
中ロータリークラブをホストクラブ、および宝塚、三田、
篠山、柏原、宝塚武庫川、三田南、HYOGOロータリーＥ
クラブの各ロータリークラブをコ・ホストクラブとして、
2023年３月４日(土)・５日(日)の両日において、神戸市で
開催することをここに決議する。

決議第１号
2021-22年度のRI会長テーマ推進に協力する件

国際ロータリー会長シェカール・メータ氏は、本年度の
RIテーマとして「奉仕しよう　みんなの人生を豊かにする
ために」“SERVE TO CHANGE LIVES”を掲げ行動され
ている。

我々は、本大会を機に決意を新たにし、RI会長テーマ推
進のため、さらに協力することをここに決議する。

決議第２号
国際ロータリー第2680地区直前ガバナー 髙瀬英夫氏
への感謝の件

直前ガバナー 髙瀬英夫氏は、2020-21年度ガバナー在任
中、直前国際ロータリー会長ホルガー・クナーク氏のRI
テーマ「ロータリーは機会の扉を開く」“ROTARY OPENS 
OPPORTUNITIES”推進のため、熱心かつ誠実に地区の
運営に尽力し、ロータリーの発展のために多大な貢献をさ
れた。

我々は、直前ガバナーに対し、深甚なる感謝の意を表す
ることをここに決議する。

決議第３号
ポリオ根絶活動に関する件

ポリオの根絶は、長年にわたってロータリアンが大きな
力を注いでいる活動である。パートナー団体とともに、世
界中の子どもたちにポリオ予防接種を実施し、発症数ゼロ
に99.9％到達しているが、いまだ根絶には至っていない。
我々は、目標を実現するまで根絶活動を継続することをこ
こに決議する。

決議第４号
COVID-19感染症に対する地域への取り組みに関する件

国際ロータリー第2680地区は、COVID-19感染症に対し、
地域内での感染拡大防止のための奉仕活動を実施するとと
もに国および地方公共団体等に全面的に協力することをこ
こに決議する。
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表　彰〔2020-21年度〕

RI表彰

ロータリー賞
　　神　　　戸
　　加古川中央
　　加古川平成
　　姫　　　路

100％ポール・ハリス・フェロー・クラブ
　　豊　　　岡

ロータリー財団年次寄付　一人当たり寄付額　上位３クラブ
　　伊　　　丹
　　神 戸 東 灘
　　神 戸 西 神

ロータリー財団年次寄付　寄付額　上位３クラブ
　　神　　　戸
　　伊　　　丹
　　加　古　川

100％ロータリー財団寄付クラブ
　正会員全員が寄付分類に関わらず少なくとも25ドルの寄付をして、（一人当たりの平均寄付額が100ドルに達しているクラブ ）
　　尼　　　崎
　　尼　崎　北
　　尼　崎　東
　　尼　崎　西
　　尼　崎　南
　　尼　崎　中
　　伊 丹 有 明
　　伊丹昆陽池
　　芦　　　屋
　　芦　屋　川
　　HYOGO ロータリーEクラブ
　　明　　　石
　　明　石　東
　　明　石　北
　　北　　　条
　　淡 路 三 原

ロータリー財団表彰

　　あわじ中央
　　姫　　　路
　　姫　路　南
　　姫　路　西
　　姫　路　東
　　姫 路 中 央
　　赤　　　穂
　　相　　　生
　　生　　　野

Every Rotarian, Every Year クラブ
　正会員全員が年次基金へ少なくとも25ドルの寄付をして、（一人当たりの年次基金平均寄付額が100ドルに達しているクラブ ）
　　伊 丹 有 明
　　西　　　宮
　　甲　子　園
　　西宮恵美寿
　　宝　　　塚
　　三　　　田
　　篠　　　山
　　柏　　　原
　　宝　塚　中
　　神　戸　南
　　神 戸 六 甲
　　加　古　川
　　加古川中央
　　加古川平成
　　小 野 加 東
　　西　　　脇
　　相　　　生
　　龍　　　野
　　香　　　住
　　豊岡円山川

（対象期間：2020年７月１日～2021年６月30日）
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表　彰〔2020-21年度〕

RI表彰

ロータリー賞
　　神　　　戸
　　加古川中央
　　加古川平成
　　姫　　　路

100％ポール・ハリス・フェロー・クラブ
　　豊　　　岡

ロータリー財団年次寄付　一人当たり寄付額　上位３クラブ
　　伊　　　丹
　　神 戸 東 灘
　　神 戸 西 神

ロータリー財団年次寄付　寄付額　上位３クラブ
　　神　　　戸
　　伊　　　丹
　　加　古　川

100％ロータリー財団寄付クラブ
　正会員全員が寄付分類に関わらず少なくとも25ドルの寄付をして、（一人当たりの平均寄付額が100ドルに達しているクラブ ）
　　尼　　　崎
　　尼　崎　北
　　尼　崎　東
　　尼　崎　西
　　尼　崎　南
　　尼　崎　中
　　伊 丹 有 明
　　伊丹昆陽池
　　芦　　　屋
　　芦　屋　川
　　HYOGO ロータリーEクラブ
　　明　　　石
　　明　石　東
　　明　石　北
　　北　　　条
　　淡 路 三 原

ロータリー財団表彰

　　あわじ中央
　　姫　　　路
　　姫　路　南
　　姫　路　西
　　姫　路　東
　　姫 路 中 央
　　赤　　　穂
　　相　　　生
　　生　　　野

Every Rotarian, Every Year クラブ
　正会員全員が年次基金へ少なくとも25ドルの寄付をして、（一人当たりの年次基金平均寄付額が100ドルに達しているクラブ ）
　　伊 丹 有 明
　　西　　　宮
　　甲　子　園
　　西宮恵美寿
　　宝　　　塚
　　三　　　田
　　篠　　　山
　　柏　　　原
　　宝　塚　中
　　神　戸　南
　　神 戸 六 甲
　　加　古　川
　　加古川中央
　　加古川平成
　　小 野 加 東
　　西　　　脇
　　相　　　生
　　龍　　　野
　　香　　　住
　　豊岡円山川

（対象期間：2020年７月１日～2021年６月30日）
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（対象期間：2020年７月１日～2021年６月30日）

表　彰〔2020-21年度〕

メジャードナー
　　伊　　　丹 吉岡　博忠
　　神 戸 東 灘 苦瓜　顕一
　　西　　　脇 藤本　武彦

ポール・ハリス・ソサエティ
　　尼　崎　東 小坂　圭一
　　篠　　　山 小南　稔彦
　　神　　　戸 井植　貞雄
　　神　戸　西 矢坂　誠徳
　　神 戸 須 磨 橋本　一豊
　　神 戸 西 神 河合　敏三　　丸尾　研一　　鈴木　一史
　　姫　　　路 三木　　明
　　豊　　　岡 田中　　洋

ベネファクター
　　神 戸 東 灘 和田　孫博
　　神 戸 西 神 工藤　涼二

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
　　尼　崎　北 武本　正照
　　尼　崎　東 小坂　圭一　　松岡　秀光　　中井　　洋
　　　　　　　 西川　一正
　　尼　崎　南 平井　昌夫　　山本　正明
　　伊　　　丹 滝内　秀昭
　　川　　　西 木下　　成　　北　政十郎　　森友　　潔
　　　　　　　 徳永順一郎
　　伊 丹 有 明 池永　明義　　阪上　　博　　辻野　信博
　　川西猪名川 林　　健一
　　西　　　宮 早瀬　利典　　平田　　浩　　廣田　宗玄
　　　　　　　 北山　哲三　　中島　　清　　中西　哲生
　　　　　　　 中田　尚文　　難波　　仁　　篠田　利正
　　　　　　　 髙山　　敬　　津久井　進　　山本　真作
　　芦　　　屋 岩淺　俊朗　　武　　健一　　植田　英規
　　甲　子　園 泉庄右衛門　　中川　圭太　　中川　尚美
　　篠　　　山 畑　　一弥　　堀口　純男　　井上　隆雄
　　　　　　　 古杉　和広　　小山　芳弘　　栗山　泰三
　　　　　　　 丸尾　雅弘　　山内　利樹
　　柏　　　原 石川　憲幸　　黒田　由弘　　谷垣　　渉
　　宝塚武庫川 池田　光輝
　　三　田　南 荻野　恭三
　　宝　塚　中 大門美智子　　草野　　旦
　　神　　　戸 濵　　浩一　　鍛治川清司　　木下　勝文
　　　　　　　 木下　和彦　　中林　　淳　　中野　正德
　　　　　　　 上谷　佳宏　　八木　博嗣
　　神　戸　東 三戸岡英樹　　西村　太一
　　神 戸 東 灘 舟元美智子　　石田希世士

　　神　戸　南 井上　淳也　　海津　順一　　桑畑　純也
　　　　　　　 中尾　信也　　坂野　嘉則　　白井　義人
　　神 戸 六 甲 東　　國隆　　関　　通孝
　　神 戸 ベ イ 須藤　仁一
　　神　戸　西 矢坂　誠徳
　　神 戸 垂 水 善國　高豊
　　神 戸 西 神 藤丸　信吾　　池田　實行　　大塚　啓助
　　神　戸　中 宇尾　好博　　吉田　泰弘
　　高　　　砂 桂田　重信　　坂井　智代　　山名　克典
　　加古川中央 長谷川輝幸　　喜多　美雄　　前川　忠範
　　　　　　　 三村　浩之　　大庫　俊介　　大村　　直
　　　　　　　 多木　有一
　　高 砂 青 松 廣瀬　明正　　井野　隆弘　　伊藤　勝之
　　　　　　　 柿木　國夫　　小西　文孝　　京谷　愼平
　　　　　　　 増田耕太郎　　森脇　祥文　　中谷　利幸
　　　　　　　 西中　亮二　　志方　正昭　　田中　伸明
　　三　　　木 金鹿　　功　　宮永　　淳　　矢野　　謙
　　小 野 加 東 藤田　　覚　　岸本伊久男　　小林　俊正
　　　　　　　 甲山　正則　　宮岡　督修　　富田　悠介
　　北　　　条 岸本　正三
　　西　　　脇 金田　　実　　矢納　利夫
　　三木みどり 池町　雄介　　生友　勝幸
　　洲　　　本 秦　紳一郎
　　姫　　　路 城　　　守　　鎌谷　正弘　　北野　耕司
　　　　　　　 宮本　　茂　　中村彰一郎　　小倉　伸郎
　　　　　　　 空地　顕一
　　姫　路　南 赤穂　　哲　　土井　達也　　松岡　淳朗
　　　　　　　 小原　直人　　岡田　兼明　　豊住　格治
　　姫　路　西 本田眞一郎
　　姫　路　東 福永　博之
　　神　　　崎 秋山　紀史　　常次　佳丈
　　赤　　　穂 東野　雅弘
　　相　　　生 水本　由幸
　　龍　　　野 﨑野　圭子
　　上 郡 佐 用 半田　　充　　池田　雅子　　寺本　英徳
　　豊　　　岡 遠藤　　剛　　田中　　洋

ポール・ハリス・フェロー
　　尼　崎　北 浅田　勝彦　　岸本　敏裕
　　尼　崎　南 與那嶺まり子
　　尼　崎　中 畑田　吉敏　　谷　　竹治
　　川　　　西 藤本　智子
　　甲　子　園 平山　伸吾　　川﨑　史寛　　森村　次朗
　　西 宮 夙 川 佐々木隆幸
　　宝　　　塚 安藤　幹根　　木野　達夫
　　三　　　田 松原　弘幸
　　篠　　　山 飯田　天祥　　石田真太郎　　石井　祥平
　　柏　　　原 深田　俊郎　　古川　忠之　　廣瀬　隆仁
　　　　　　　 小橋　昭彦　　高見　　悟

　　HYOGOロータリーEクラブ 児玉　貴春
　　神　　　戸 河本　英雄　　松下　秀司　　三木谷研一
　　　　　　　 南　健次郎　　尾山　　基　　塔本　　均
　　神 戸 東 灘 皆吉　晃弘　　西尾　　至
　　神　戸　南 三宅　宏和　　三宅　雄己　　奥代　隆志
　　神 戸 六 甲 中島　健治　　澤井　靖人　　副　　高朗
　　神 戸 西 神 道永　憲兒
　　神　戸　中 蒲田　恵子　　志摩憲一郎
　　明　石　北 濱端　　俊
　　高　　　砂 堀　　直樹　　増田　章吾
　　加　古　川 畑　　公平　　石川　雄一　　前田　利文
　　加古川中央 花里　佳治　　二宮　琢也
　　高 砂 青 松 坂口　嘉久
　　加古川平成 清水　洋輔
　　三　　　木 藤木　公雄　　竹内　良一
　　小 野 加 東 中山松比古　　田中　隆夫　　田中　　靖
　　北　　　条 林　　垂栄
　　三木みどり 藤田　雅哉　　一井　康秀
　　姫　　　路 入江　道弘　　宮﨑　雅彰　　瀧川　祥也
　　姫　路　南 幸田　精久　　黒川　　仁
　　姫　路　西 前田　　洋　　吉田　和正
　　赤　　　穂 西川　英也
　　龍　　　野 圓尾　美佳　　森口　哲也
　　豊　　　岡 赤石　忠文　　千葉　義幸　　遠藤玄一郎
　　　　　　　 遠藤　　剛　　圡生田尚士　　濱上　将巳
　　　　　　　 井戸　　督　　笠原　泰藏　　紀氏　隆宏
　　　　　　　 小松　浩樹　　勾田　勝久　　宮元　光明
　　　　　　　 村尾　隆之　　中尾　二大　　西岡利一郎
　　　　　　　 野田　昌男　　大井　美行　　田中　一成
　　　　　　　 谷　孝之輔　　和田　和也　　藪原　和三
　　　　　　　 山根　正和　　山下　大輔
　　和　田　山 大林　賢一

米山寄付認証クラブ
・7千万円達成クラブ
　　神　　　戸
・5千万円達成クラブ
　　姫　　　路
・4千万円達成クラブ
　　明　石　東
・2千万円達成クラブ
　　神　戸　南
　　神 戸 六 甲

ロータリー財団への寄付

米山功労クラブ （　）内は表彰回数

　　尼　崎　北 （26）
　　西　　　宮 （16）
　　西 宮 夙 川 （9）
　　神　　　戸 （46）
　　神　戸　東 （30）
　　神 戸 東 灘 （20）
　　神　戸　南 （10）
　　神 戸 六 甲 （16）
　　神 戸 ベ イ （11）
　　神 戸 西 神 （19)(20)(21）
　　明　石　東 （26）
　　明　石　北 （18）
　　高　　　砂 （18）
　　加　古　川 （30）
　　加古川中央 （26）
　　小 野 加 東 （28）
　　西　　　脇 （16）
　　姫　路　南 （52）
　　姫　路　東 （44）

米山功労者メジャードナー（第10回以上）
　　伊 丹 有 明 津谷　　功（12）
　　　　　　　 池永　明義（10)(11）
　　篠　　　山 小南　稔彦（20） 藤本　善一（10）
　　宝塚武庫川 大室　　　（34）
　　神 戸 六 甲 山本　秀憲（16） 坂部　典生（12）
　　　　　　　 東　　國隆（10）
　　神 戸 須 磨 橋本　一豊（19） 大内　晋二（10）
　　神 戸 西 神 丸尾　研一（70） 河合　敏三（15）
　　　　　　　 吉川　孝郎（13）
　　小 野 加 東 増村　道雄（14）
　　西　　　脇 井村　正身（17）
　　洲　　　本 石濱　義民（10）
　　姫　路　南 髙島　　暢（12）

米山功労者マルチプル（第2回～第9回）
　　尼　　　崎 髙岡　　久（4）
　　尼　崎　北 苅田孝太郎（7） 武本　正照（6）
　　　　　　　 武本　正照（5)(6) 佐野　幸司（3）
　　尼　崎　東 杉浦　誠一（9） 喜多　　敬（8）
　　　　　　　 内藤　成敞（5）
　　尼　崎　西 武田　太平（5）
　　尼　崎　南 山本　　澄（6） 釜田　育瑚（4）
　　　　　　　 徐　　幸一（3） 芝　　泰雄（2）
　　伊　　　丹 田中　久雄（3）
　　川　　　西 徳永順一郎（4）
　　伊 丹 有 明 備藤　晋二（6）
　　西　　　宮 布目　莊太（2） 岡田　　洋（2）
　　　　　　　 藤堂　勝巳（2）
　　西 宮 夙 川 贄田　　肇（4）

　　篠　　　山 今井　保晴（9） 満仲　諦雅（6）
　　　　　　　 廣田　実光（2） 田中　義治（2）
　　宝　塚　中 阪上　栄樹（3）
　　神　　　戸 鍛治川清司（5） 西河　紀男（4）
　　　　　　　 笹田傳左衞門（3） 濵　　浩一（2）
　　　　　　　 横山　政夫（2）
　　神　戸　東 佐井　奇正（6） 鮑　　悦初（4）
　　　　　　　 松井　照男（2）
　　神 戸 東 灘 川本　慶子（7） 和田　孫博（7）
　　　　　　　 舟元美智子（5)(6）
　　神 戸 ベ イ 吉田　基毅（4） 北浦　　浩（2）
　　神 戸 須 磨 大内　晋二（8） 植田　芳光（7）
　　　　　　　 門田　敬造（6） 光斎　信治（3）
　　神 戸 垂 水 善國　高豊（8） 中塚　　修（2）
　　神 戸 西 神 工藤　涼二（6） 藤丸　信吾（3）
　　　　　　　 伊藤　幸美（3） 西藤　隆弘（3）
　　　　　　　 大塚　啓助（3） 道永　憲兒（2）
　　神　戸　中 宇尾　好博（2）
　　明　石　東 伊藤　勝晧（6） 伊藤　明彦（2）
　　明　石　北 林　　祝雄（2） 柿野　明男（2）
　　　　　　　 成田　光繁（2） 尾上　潤二（2）
　　加　古　川 竹位　賢二（5） 山口　勝英（5）
　　　　　　　 今村　諒道（2） 久後　勇人（2）
　　　　　　　 大庫　典雄（2） 山本亜也夫（2）
　　　　　　　 吉田　太郎（2）
　　加古川中央 朝家　　修（5） 前川　忠範（5）
　　　　　　　 松尾　邦光（5） 大村　　直（5）
　　　　　　　 大西淳滋郎（4） 長谷川輝幸（3）
　　三　　　木 金鹿　　功（5） 宮永　　淳（3）
　　　　　　　 大西　次丸（2） 横山　　寛（2）
　　小 野 加 東 岸本伊久男（6） 内藤　正克（6）
　　　　　　　 藤田　　覚（4） 甲山　正則（2）
　　　　　　　 小林　俊正（2）
　　北　　　条 安達　　功（4）
　　西　　　脇 藤本　武彦（9） 矢納　利夫（3）
　　　　　　　 金田　　実（2） 園田　純也（2）
　　三木みどり 依藤　　保（4） 生友　勝幸（2）
　　洲　　　本 秦　紳一郎（5） 横井　哲行（5）
　　　　　　　 番所　利行（3）
　　淡 路 三 原 登里　康生（4）
　　姫　　　路 鎌谷　正弘（3） 城　　　守（2）
　　　　　　　 中村彰一郎（2）
　　姫　路　南 柳川　芳廣（9） 齊藤　淳泰（4）
　　　　　　　 豊住　格治（4） 岡本　哲侍（3）
　　姫　路　西 新　　三郎（3） 石川　　誠（2）
　　姫　路　東 常村　武史（4）
　　神　　　崎 伊藤　晃敏（4） 秋山　紀史（3）
　　相　　　生 森田　文藏（3） 淮田　勝彦（2）
　　上 郡 佐 用 井口　洋子（6）

第1回米山功労者
　　尼　崎　北 齊藤　竜政

　　尼　崎　中 佐藤　　肇
　　西　　　宮 長沼　隆弘
　　西 宮 夙 川 赤木　幸子
　　三　　　田 松原　弘幸
　　篠　　　山 石井　祥平　　月森　一延
　　神　　　戸 福田　泰弘　　垣田　宗彦
　　神 戸 六 甲 伊藤　浄真
　　神 戸 垂 水 小林　秀一　　八代　　智
　　神 戸 西 神 堤　健二郎
　　加　古　川 穴田　敬士　　松井　隆文　　高浜　佳司
　　　　　　　 鶴田　彰二　　安井　　剛
　　三　　　木 岡島　正造
　　小 野 加 東 中山松比古　　田中　　靖
　　北　　　条 定行　敏弘　　高部　佳幸　　高井　誠貴
　　　　　　　 高瀬　生代
　　西　　　脇 村上　康憲
　　洲　　　本 不動　正章　　高山　秀則
　　姫　　　路 天野　泰文　　竹田　佑一　　山野　昭彦
　　姫　路　南 有川　裕之　　鎌谷　一磨　　黒田　俊行
　　　　　　　 髙石　佳知
　　姫　路　東 原田眞一郎　　藪口　　保
　　神　　　崎 波多野芳則　　久斗　譲二
　　相　　　生 江見　重人　　平田　雅義

準米山功労法人
　　尼　　　崎 柄谷順一郎　（株）柄谷工務店

準米山功労者
　　尼　崎　南 本田　俊介　　宮﨑　健一
　　西　　　宮 金居　光由　　中村　光孝　　岡村　勇人
　　西 宮 夙 川 赤井　秀顕　　長谷川純一　　橋本　秀美
　　　　　　　 今西　永兒　　松岡　繁郎　　中村　修己
　　　　　　　 中作　良成　　中内　一志　　大塚　勝弘
　　　　　　　 高見　之規　　山田　明良
　　篠　　　山 飯田　天祥　　井本　季伸　　石田真太郎
　　　　　　　 松尾　正樹　　中井　雅人　　大前　裕樹
　　神　　　戸 小泉　康史　　松井　　晶　　森本　真弥
　　神　戸　東 森本　一裕　　多田　善計　　田中　健三
　　　　　　　 吉田　正人
　　神 戸 東 灘 福島美穂子　　泉　　　藍　　真末　　剛
　　　　　　　 皆吉　晃弘　　摺河加小里
　　神 戸 ベ イ 永所　利章　　岩瀬　哲正
　　加　古　川 桑田圭一郎　　小田　伸悟
　　加古川中央 藤本　政則　　石野　和也　　衣笠　昭平
　　　　　　　 田端　和彦
　　三　　　木 久野　大介　　稲見　秀穂　　石井　盛久
　　　　　　　 金鹿　　功　　宮永　　淳　　宮脇　靖治
　　　　　　　 岡島　正造　　大西　次丸　　髙馬　将一
　　　　　　　 津村　敏弘　　横山　　寛
　　小 野 加 東 阿江　克彦　　福田　　歩　　上月　規秀
　　　　　　　 久後　淳司　　芝本　真和　　上田尾　真
　　北　　　条 安富　英喜

　　洲　　　本 藤岡　照三　　廣島　茂雄　　石村　　健
　　　　　　　 木村　一郎
　　あわじ中央 土井　一史　　児玉　和也
　　姫　路　東 松本　彩稔　　糴川　英毅　　高原　敏緒
　　　　　　　 宇佐美慶太
　　赤　　　穂 東野　雅弘　　石原　将司

在籍
【55年ロータリー在籍】
　　神　　　戸 秋山　　榮

【50年ロータリー在籍】
　　尼　　　崎 柄谷順一郎
　　神　戸　東 角田　嘉宏
　　赤　　　穂 寺田　祐三

100％連続出席会員
【50年連続出席】
　　尼　　　崎 柄谷順一郎

【40年連続出席】
　　尼　　　崎 田中　良三
　　伊 丹 有 明 津谷　　功
　　高　　　砂 名嶋　一成
　　高 砂 青 松 内海　　薫
　　姫　　　路 三木　　明
　　姫　路　東 樋口　克亘 大西　健一
　　神　　　崎 堀口　勝久
　　赤　　　穂 小野　隆義
　　相　　　生 石原　裕久

【35年連続出席】
　　伊　　　丹 弓場　勝友
　　甲　子　園 中嶋　邦明
　　西 宮 夙 川 丸岡　稔洋　　柴田　整宏　　山本　正二
　　神　戸　東 山野　　　　　　
　　神 戸 西 神 西藤　隆弘　　吉川　孝郎
　　加　古　川 中田　美晴
　　北　　　条 佐々木信行

　　西　　　脇 井村　正身
　　洲　　　本 石濱　義民
　　姫　　　路 田隅　泰三　　山本　清輝
　　豊　　　岡 北村　博司

【30年連続出席】
　　伊丹昆陽池 常岡　　豊
　　甲　子　園 隔山　泰三
　　神　戸　東 石橋　恒生　　神田　孝平
　　高 砂 青 松 志方　正昭
　　小 野 加 東 小西　龍機
　　北　　　条 是常　克博　　西村　栄俊
　　西　　　脇 中田　善大
　　姫　路　南 坂元　宣之　　杉山　正幸

【25年連続出席】
　　尼　　　崎 河村　　隆
　　西　　　宮 北山　哲三
　　芦　屋　川 中村　昌良
　　篠　　　山 藤本　善一　　堀　　成志
　　柏　　　原 田中　　潔
　　神　　　戸 上谷　佳宏
　　神　戸　東 三原　孝公
　　神 戸 垂 水 永田　哲也
　　神 戸 西 神 河合　敏三
　　高　　　砂 尾上　喜秀
　　北　　　条 神田　　孝
　　西　　　脇 生田　　悟　　齋藤太紀雄　　髙瀬　英夫
　　姫　　　路 空地　顕一
　　姫　路　南 岡田　兼明
　　姫　路　東 福永　博之　　常村　武史
　　赤　　　穂 山本　辰一
　　龍　　　野 森崎　嘉章
　　香　　　住 奥谷　和美
　　豊岡円山川 藤本　鉄郎

【20年連続出席】
　　川　　　西 加藤　仁哉
　　篠　　　山 小嶋　一郎
　　神　　　戸 新　　尚一　　奈良山貴士
　　神　戸　東 福原　敏晃　　吉田　建美
　　神 戸 須 磨 光斎　信治　　益子　和久
　　高　　　砂 伊地知正治
　　高 砂 青 松 佐野　栄作
　　北　　　条 小谷　正博
　　赤　　　穂 杉山　匡行
　　相　　　生 阿賀　慶彦
　　龍　　　野 冨田　哲雅
　　豊　　　岡 田中　　洋
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（対象期間：2020年７月１日～2021年６月30日）

表　彰〔2020-21年度〕

メジャードナー
　　伊　　　丹 吉岡　博忠
　　神 戸 東 灘 苦瓜　顕一
　　西　　　脇 藤本　武彦

ポール・ハリス・ソサエティ
　　尼　崎　東 小坂　圭一
　　篠　　　山 小南　稔彦
　　神　　　戸 井植　貞雄
　　神　戸　西 矢坂　誠徳
　　神 戸 須 磨 橋本　一豊
　　神 戸 西 神 河合　敏三　　丸尾　研一　　鈴木　一史
　　姫　　　路 三木　　明
　　豊　　　岡 田中　　洋

ベネファクター
　　神 戸 東 灘 和田　孫博
　　神 戸 西 神 工藤　涼二

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
　　尼　崎　北 武本　正照
　　尼　崎　東 小坂　圭一　　松岡　秀光　　中井　　洋
　　　　　　　 西川　一正
　　尼　崎　南 平井　昌夫　　山本　正明
　　伊　　　丹 滝内　秀昭
　　川　　　西 木下　　成　　北　政十郎　　森友　　潔
　　　　　　　 徳永順一郎
　　伊 丹 有 明 池永　明義　　阪上　　博　　辻野　信博
　　川西猪名川 林　　健一
　　西　　　宮 早瀬　利典　　平田　　浩　　廣田　宗玄
　　　　　　　 北山　哲三　　中島　　清　　中西　哲生
　　　　　　　 中田　尚文　　難波　　仁　　篠田　利正
　　　　　　　 髙山　　敬　　津久井　進　　山本　真作
　　芦　　　屋 岩淺　俊朗　　武　　健一　　植田　英規
　　甲　子　園 泉庄右衛門　　中川　圭太　　中川　尚美
　　篠　　　山 畑　　一弥　　堀口　純男　　井上　隆雄
　　　　　　　 古杉　和広　　小山　芳弘　　栗山　泰三
　　　　　　　 丸尾　雅弘　　山内　利樹
　　柏　　　原 石川　憲幸　　黒田　由弘　　谷垣　　渉
　　宝塚武庫川 池田　光輝
　　三　田　南 荻野　恭三
　　宝　塚　中 大門美智子　　草野　　旦
　　神　　　戸 濵　　浩一　　鍛治川清司　　木下　勝文
　　　　　　　 木下　和彦　　中林　　淳　　中野　正德
　　　　　　　 上谷　佳宏　　八木　博嗣
　　神　戸　東 三戸岡英樹　　西村　太一
　　神 戸 東 灘 舟元美智子　　石田希世士

　　神　戸　南 井上　淳也　　海津　順一　　桑畑　純也
　　　　　　　 中尾　信也　　坂野　嘉則　　白井　義人
　　神 戸 六 甲 東　　國隆　　関　　通孝
　　神 戸 ベ イ 須藤　仁一
　　神　戸　西 矢坂　誠徳
　　神 戸 垂 水 善國　高豊
　　神 戸 西 神 藤丸　信吾　　池田　實行　　大塚　啓助
　　神　戸　中 宇尾　好博　　吉田　泰弘
　　高　　　砂 桂田　重信　　坂井　智代　　山名　克典
　　加古川中央 長谷川輝幸　　喜多　美雄　　前川　忠範
　　　　　　　 三村　浩之　　大庫　俊介　　大村　　直
　　　　　　　 多木　有一
　　高 砂 青 松 廣瀬　明正　　井野　隆弘　　伊藤　勝之
　　　　　　　 柿木　國夫　　小西　文孝　　京谷　愼平
　　　　　　　 増田耕太郎　　森脇　祥文　　中谷　利幸
　　　　　　　 西中　亮二　　志方　正昭　　田中　伸明
　　三　　　木 金鹿　　功　　宮永　　淳　　矢野　　謙
　　小 野 加 東 藤田　　覚　　岸本伊久男　　小林　俊正
　　　　　　　 甲山　正則　　宮岡　督修　　富田　悠介
　　北　　　条 岸本　正三
　　西　　　脇 金田　　実　　矢納　利夫
　　三木みどり 池町　雄介　　生友　勝幸
　　洲　　　本 秦　紳一郎
　　姫　　　路 城　　　守　　鎌谷　正弘　　北野　耕司
　　　　　　　 宮本　　茂　　中村彰一郎　　小倉　伸郎
　　　　　　　 空地　顕一
　　姫　路　南 赤穂　　哲　　土井　達也　　松岡　淳朗
　　　　　　　 小原　直人　　岡田　兼明　　豊住　格治
　　姫　路　西 本田眞一郎
　　姫　路　東 福永　博之
　　神　　　崎 秋山　紀史　　常次　佳丈
　　赤　　　穂 東野　雅弘
　　相　　　生 水本　由幸
　　龍　　　野 﨑野　圭子
　　上 郡 佐 用 半田　　充　　池田　雅子　　寺本　英徳
　　豊　　　岡 遠藤　　剛　　田中　　洋

ポール・ハリス・フェロー
　　尼　崎　北 浅田　勝彦　　岸本　敏裕
　　尼　崎　南 與那嶺まり子
　　尼　崎　中 畑田　吉敏　　谷　　竹治
　　川　　　西 藤本　智子
　　甲　子　園 平山　伸吾　　川﨑　史寛　　森村　次朗
　　西 宮 夙 川 佐々木隆幸
　　宝　　　塚 安藤　幹根　　木野　達夫
　　三　　　田 松原　弘幸
　　篠　　　山 飯田　天祥　　石田真太郎　　石井　祥平
　　柏　　　原 深田　俊郎　　古川　忠之　　廣瀬　隆仁
　　　　　　　 小橋　昭彦　　高見　　悟

　　HYOGOロータリーEクラブ 児玉　貴春
　　神　　　戸 河本　英雄　　松下　秀司　　三木谷研一
　　　　　　　 南　健次郎　　尾山　　基　　塔本　　均
　　神 戸 東 灘 皆吉　晃弘　　西尾　　至
　　神　戸　南 三宅　宏和　　三宅　雄己　　奥代　隆志
　　神 戸 六 甲 中島　健治　　澤井　靖人　　副　　高朗
　　神 戸 西 神 道永　憲兒
　　神　戸　中 蒲田　恵子　　志摩憲一郎
　　明　石　北 濱端　　俊
　　高　　　砂 堀　　直樹　　増田　章吾
　　加　古　川 畑　　公平　　石川　雄一　　前田　利文
　　加古川中央 花里　佳治　　二宮　琢也
　　高 砂 青 松 坂口　嘉久
　　加古川平成 清水　洋輔
　　三　　　木 藤木　公雄　　竹内　良一
　　小 野 加 東 中山松比古　　田中　隆夫　　田中　　靖
　　北　　　条 林　　垂栄
　　三木みどり 藤田　雅哉　　一井　康秀
　　姫　　　路 入江　道弘　　宮﨑　雅彰　　瀧川　祥也
　　姫　路　南 幸田　精久　　黒川　　仁
　　姫　路　西 前田　　洋　　吉田　和正
　　赤　　　穂 西川　英也
　　龍　　　野 圓尾　美佳　　森口　哲也
　　豊　　　岡 赤石　忠文　　千葉　義幸　　遠藤玄一郎
　　　　　　　 遠藤　　剛　　圡生田尚士　　濱上　将巳
　　　　　　　 井戸　　督　　笠原　泰藏　　紀氏　隆宏
　　　　　　　 小松　浩樹　　勾田　勝久　　宮元　光明
　　　　　　　 村尾　隆之　　中尾　二大　　西岡利一郎
　　　　　　　 野田　昌男　　大井　美行　　田中　一成
　　　　　　　 谷　孝之輔　　和田　和也　　藪原　和三
　　　　　　　 山根　正和　　山下　大輔
　　和　田　山 大林　賢一

米山寄付認証クラブ
・7千万円達成クラブ
　　神　　　戸
・5千万円達成クラブ
　　姫　　　路
・4千万円達成クラブ
　　明　石　東
・2千万円達成クラブ
　　神　戸　南
　　神 戸 六 甲

ロータリー財団への寄付

米山功労クラブ （　）内は表彰回数

　　尼　崎　北 （26）
　　西　　　宮 （16）
　　西 宮 夙 川 （9）
　　神　　　戸 （46）
　　神　戸　東 （30）
　　神 戸 東 灘 （20）
　　神　戸　南 （10）
　　神 戸 六 甲 （16）
　　神 戸 ベ イ （11）
　　神 戸 西 神 （19)(20)(21）
　　明　石　東 （26）
　　明　石　北 （18）
　　高　　　砂 （18）
　　加　古　川 （30）
　　加古川中央 （26）
　　小 野 加 東 （28）
　　西　　　脇 （16）
　　姫　路　南 （52）
　　姫　路　東 （44）

米山功労者メジャードナー（第10回以上）
　　伊 丹 有 明 津谷　　功（12）
　　　　　　　 池永　明義（10)(11）
　　篠　　　山 小南　稔彦（20） 藤本　善一（10）
　　宝塚武庫川 大室　　　（34）
　　神 戸 六 甲 山本　秀憲（16） 坂部　典生（12）
　　　　　　　 東　　國隆（10）
　　神 戸 須 磨 橋本　一豊（19） 大内　晋二（10）
　　神 戸 西 神 丸尾　研一（70） 河合　敏三（15）
　　　　　　　 吉川　孝郎（13）
　　小 野 加 東 増村　道雄（14）
　　西　　　脇 井村　正身（17）
　　洲　　　本 石濱　義民（10）
　　姫　路　南 髙島　　暢（12）

米山功労者マルチプル（第2回～第9回）
　　尼　　　崎 髙岡　　久（4）
　　尼　崎　北 苅田孝太郎（7） 武本　正照（6）
　　　　　　　 武本　正照（5)(6) 佐野　幸司（3）
　　尼　崎　東 杉浦　誠一（9） 喜多　　敬（8）
　　　　　　　 内藤　成敞（5）
　　尼　崎　西 武田　太平（5）
　　尼　崎　南 山本　　澄（6） 釜田　育瑚（4）
　　　　　　　 徐　　幸一（3） 芝　　泰雄（2）
　　伊　　　丹 田中　久雄（3）
　　川　　　西 徳永順一郎（4）
　　伊 丹 有 明 備藤　晋二（6）
　　西　　　宮 布目　莊太（2） 岡田　　洋（2）
　　　　　　　 藤堂　勝巳（2）
　　西 宮 夙 川 贄田　　肇（4）

　　篠　　　山 今井　保晴（9） 満仲　諦雅（6）
　　　　　　　 廣田　実光（2） 田中　義治（2）
　　宝　塚　中 阪上　栄樹（3）
　　神　　　戸 鍛治川清司（5） 西河　紀男（4）
　　　　　　　 笹田傳左衞門（3） 濵　　浩一（2）
　　　　　　　 横山　政夫（2）
　　神　戸　東 佐井　奇正（6） 鮑　　悦初（4）
　　　　　　　 松井　照男（2）
　　神 戸 東 灘 川本　慶子（7） 和田　孫博（7）
　　　　　　　 舟元美智子（5)(6）
　　神 戸 ベ イ 吉田　基毅（4） 北浦　　浩（2）
　　神 戸 須 磨 大内　晋二（8） 植田　芳光（7）
　　　　　　　 門田　敬造（6） 光斎　信治（3）
　　神 戸 垂 水 善國　高豊（8） 中塚　　修（2）
　　神 戸 西 神 工藤　涼二（6） 藤丸　信吾（3）
　　　　　　　 伊藤　幸美（3） 西藤　隆弘（3）
　　　　　　　 大塚　啓助（3） 道永　憲兒（2）
　　神　戸　中 宇尾　好博（2）
　　明　石　東 伊藤　勝晧（6） 伊藤　明彦（2）
　　明　石　北 林　　祝雄（2） 柿野　明男（2）
　　　　　　　 成田　光繁（2） 尾上　潤二（2）
　　加　古　川 竹位　賢二（5） 山口　勝英（5）
　　　　　　　 今村　諒道（2） 久後　勇人（2）
　　　　　　　 大庫　典雄（2） 山本亜也夫（2）
　　　　　　　 吉田　太郎（2）
　　加古川中央 朝家　　修（5） 前川　忠範（5）
　　　　　　　 松尾　邦光（5） 大村　　直（5）
　　　　　　　 大西淳滋郎（4） 長谷川輝幸（3）
　　三　　　木 金鹿　　功（5） 宮永　　淳（3）
　　　　　　　 大西　次丸（2） 横山　　寛（2）
　　小 野 加 東 岸本伊久男（6） 内藤　正克（6）
　　　　　　　 藤田　　覚（4） 甲山　正則（2）
　　　　　　　 小林　俊正（2）
　　北　　　条 安達　　功（4）
　　西　　　脇 藤本　武彦（9） 矢納　利夫（3）
　　　　　　　 金田　　実（2） 園田　純也（2）
　　三木みどり 依藤　　保（4） 生友　勝幸（2）
　　洲　　　本 秦　紳一郎（5） 横井　哲行（5）
　　　　　　　 番所　利行（3）
　　淡 路 三 原 登里　康生（4）
　　姫　　　路 鎌谷　正弘（3） 城　　　守（2）
　　　　　　　 中村彰一郎（2）
　　姫　路　南 柳川　芳廣（9） 齊藤　淳泰（4）
　　　　　　　 豊住　格治（4） 岡本　哲侍（3）
　　姫　路　西 新　　三郎（3） 石川　　誠（2）
　　姫　路　東 常村　武史（4）
　　神　　　崎 伊藤　晃敏（4） 秋山　紀史（3）
　　相　　　生 森田　文藏（3） 淮田　勝彦（2）
　　上 郡 佐 用 井口　洋子（6）

第1回米山功労者
　　尼　崎　北 齊藤　竜政

　　尼　崎　中 佐藤　　肇
　　西　　　宮 長沼　隆弘
　　西 宮 夙 川 赤木　幸子
　　三　　　田 松原　弘幸
　　篠　　　山 石井　祥平　　月森　一延
　　神　　　戸 福田　泰弘　　垣田　宗彦
　　神 戸 六 甲 伊藤　浄真
　　神 戸 垂 水 小林　秀一　　八代　　智
　　神 戸 西 神 堤　健二郎
　　加　古　川 穴田　敬士　　松井　隆文　　高浜　佳司
　　　　　　　 鶴田　彰二　　安井　　剛
　　三　　　木 岡島　正造
　　小 野 加 東 中山松比古　　田中　　靖
　　北　　　条 定行　敏弘　　高部　佳幸　　高井　誠貴
　　　　　　　 高瀬　生代
　　西　　　脇 村上　康憲
　　洲　　　本 不動　正章　　高山　秀則
　　姫　　　路 天野　泰文　　竹田　佑一　　山野　昭彦
　　姫　路　南 有川　裕之　　鎌谷　一磨　　黒田　俊行
　　　　　　　 髙石　佳知
　　姫　路　東 原田眞一郎　　藪口　　保
　　神　　　崎 波多野芳則　　久斗　譲二
　　相　　　生 江見　重人　　平田　雅義

準米山功労法人
　　尼　　　崎 柄谷順一郎　（株）柄谷工務店

準米山功労者
　　尼　崎　南 本田　俊介　　宮﨑　健一
　　西　　　宮 金居　光由　　中村　光孝　　岡村　勇人
　　西 宮 夙 川 赤井　秀顕　　長谷川純一　　橋本　秀美
　　　　　　　 今西　永兒　　松岡　繁郎　　中村　修己
　　　　　　　 中作　良成　　中内　一志　　大塚　勝弘
　　　　　　　 高見　之規　　山田　明良
　　篠　　　山 飯田　天祥　　井本　季伸　　石田真太郎
　　　　　　　 松尾　正樹　　中井　雅人　　大前　裕樹
　　神　　　戸 小泉　康史　　松井　　晶　　森本　真弥
　　神　戸　東 森本　一裕　　多田　善計　　田中　健三
　　　　　　　 吉田　正人
　　神 戸 東 灘 福島美穂子　　泉　　　藍　　真末　　剛
　　　　　　　 皆吉　晃弘　　摺河加小里
　　神 戸 ベ イ 永所　利章　　岩瀬　哲正
　　加　古　川 桑田圭一郎　　小田　伸悟
　　加古川中央 藤本　政則　　石野　和也　　衣笠　昭平
　　　　　　　 田端　和彦
　　三　　　木 久野　大介　　稲見　秀穂　　石井　盛久
　　　　　　　 金鹿　　功　　宮永　　淳　　宮脇　靖治
　　　　　　　 岡島　正造　　大西　次丸　　髙馬　将一
　　　　　　　 津村　敏弘　　横山　　寛
　　小 野 加 東 阿江　克彦　　福田　　歩　　上月　規秀
　　　　　　　 久後　淳司　　芝本　真和　　上田尾　真
　　北　　　条 安富　英喜

　　洲　　　本 藤岡　照三　　廣島　茂雄　　石村　　健
　　　　　　　 木村　一郎
　　あわじ中央 土井　一史　　児玉　和也
　　姫　路　東 松本　彩稔　　糴川　英毅　　高原　敏緒
　　　　　　　 宇佐美慶太
　　赤　　　穂 東野　雅弘　　石原　将司

在籍
【55年ロータリー在籍】
　　神　　　戸 秋山　　榮

【50年ロータリー在籍】
　　尼　　　崎 柄谷順一郎
　　神　戸　東 角田　嘉宏
　　赤　　　穂 寺田　祐三

100％連続出席会員
【50年連続出席】
　　尼　　　崎 柄谷順一郎

【40年連続出席】
　　尼　　　崎 田中　良三
　　伊 丹 有 明 津谷　　功
　　高　　　砂 名嶋　一成
　　高 砂 青 松 内海　　薫
　　姫　　　路 三木　　明
　　姫　路　東 樋口　克亘 大西　健一
　　神　　　崎 堀口　勝久
　　赤　　　穂 小野　隆義
　　相　　　生 石原　裕久

【35年連続出席】
　　伊　　　丹 弓場　勝友
　　甲　子　園 中嶋　邦明
　　西 宮 夙 川 丸岡　稔洋　　柴田　整宏　　山本　正二
　　神　戸　東 山野　　　　　　
　　神 戸 西 神 西藤　隆弘　　吉川　孝郎
　　加　古　川 中田　美晴
　　北　　　条 佐々木信行

　　西　　　脇 井村　正身
　　洲　　　本 石濱　義民
　　姫　　　路 田隅　泰三　　山本　清輝
　　豊　　　岡 北村　博司

【30年連続出席】
　　伊丹昆陽池 常岡　　豊
　　甲　子　園 隔山　泰三
　　神　戸　東 石橋　恒生　　神田　孝平
　　高 砂 青 松 志方　正昭
　　小 野 加 東 小西　龍機
　　北　　　条 是常　克博　　西村　栄俊
　　西　　　脇 中田　善大
　　姫　路　南 坂元　宣之　　杉山　正幸

【25年連続出席】
　　尼　　　崎 河村　　隆
　　西　　　宮 北山　哲三
　　芦　屋　川 中村　昌良
　　篠　　　山 藤本　善一　　堀　　成志
　　柏　　　原 田中　　潔
　　神　　　戸 上谷　佳宏
　　神　戸　東 三原　孝公
　　神 戸 垂 水 永田　哲也
　　神 戸 西 神 河合　敏三
　　高　　　砂 尾上　喜秀
　　北　　　条 神田　　孝
　　西　　　脇 生田　　悟　　齋藤太紀雄　　髙瀬　英夫
　　姫　　　路 空地　顕一
　　姫　路　南 岡田　兼明
　　姫　路　東 福永　博之　　常村　武史
　　赤　　　穂 山本　辰一
　　龍　　　野 森崎　嘉章
　　香　　　住 奥谷　和美
　　豊岡円山川 藤本　鉄郎

【20年連続出席】
　　川　　　西 加藤　仁哉
　　篠　　　山 小嶋　一郎
　　神　　　戸 新　　尚一　　奈良山貴士
　　神　戸　東 福原　敏晃　　吉田　建美
　　神 戸 須 磨 光斎　信治　　益子　和久
　　高　　　砂 伊地知正治
　　高 砂 青 松 佐野　栄作
　　北　　　条 小谷　正博
　　赤　　　穂 杉山　匡行
　　相　　　生 阿賀　慶彦
　　龍　　　野 冨田　哲雅
　　豊　　　岡 田中　　洋
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（対象期間：2020年７月１日～2021年６月30日）

表　彰〔2020-21年度〕

メジャードナー
　　伊　　　丹 吉岡　博忠
　　神 戸 東 灘 苦瓜　顕一
　　西　　　脇 藤本　武彦

ポール・ハリス・ソサエティ
　　尼　崎　東 小坂　圭一
　　篠　　　山 小南　稔彦
　　神　　　戸 井植　貞雄
　　神　戸　西 矢坂　誠徳
　　神 戸 須 磨 橋本　一豊
　　神 戸 西 神 河合　敏三　　丸尾　研一　　鈴木　一史
　　姫　　　路 三木　　明
　　豊　　　岡 田中　　洋

ベネファクター
　　神 戸 東 灘 和田　孫博
　　神 戸 西 神 工藤　涼二

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
　　尼　崎　北 武本　正照
　　尼　崎　東 小坂　圭一　　松岡　秀光　　中井　　洋
　　　　　　　 西川　一正
　　尼　崎　南 平井　昌夫　　山本　正明
　　伊　　　丹 滝内　秀昭
　　川　　　西 木下　　成　　北　政十郎　　森友　　潔
　　　　　　　 徳永順一郎
　　伊 丹 有 明 池永　明義　　阪上　　博　　辻野　信博
　　川西猪名川 林　　健一
　　西　　　宮 早瀬　利典　　平田　　浩　　廣田　宗玄
　　　　　　　 北山　哲三　　中島　　清　　中西　哲生
　　　　　　　 中田　尚文　　難波　　仁　　篠田　利正
　　　　　　　 髙山　　敬　　津久井　進　　山本　真作
　　芦　　　屋 岩淺　俊朗　　武　　健一　　植田　英規
　　甲　子　園 泉庄右衛門　　中川　圭太　　中川　尚美
　　篠　　　山 畑　　一弥　　堀口　純男　　井上　隆雄
　　　　　　　 古杉　和広　　小山　芳弘　　栗山　泰三
　　　　　　　 丸尾　雅弘　　山内　利樹
　　柏　　　原 石川　憲幸　　黒田　由弘　　谷垣　　渉
　　宝塚武庫川 池田　光輝
　　三　田　南 荻野　恭三
　　宝　塚　中 大門美智子　　草野　　旦
　　神　　　戸 濵　　浩一　　鍛治川清司　　木下　勝文
　　　　　　　 木下　和彦　　中林　　淳　　中野　正德
　　　　　　　 上谷　佳宏　　八木　博嗣
　　神　戸　東 三戸岡英樹　　西村　太一
　　神 戸 東 灘 舟元美智子　　石田希世士

　　神　戸　南 井上　淳也　　海津　順一　　桑畑　純也
　　　　　　　 中尾　信也　　坂野　嘉則　　白井　義人
　　神 戸 六 甲 東　　國隆　　関　　通孝
　　神 戸 ベ イ 須藤　仁一
　　神　戸　西 矢坂　誠徳
　　神 戸 垂 水 善國　高豊
　　神 戸 西 神 藤丸　信吾　　池田　實行　　大塚　啓助
　　神　戸　中 宇尾　好博　　吉田　泰弘
　　高　　　砂 桂田　重信　　坂井　智代　　山名　克典
　　加古川中央 長谷川輝幸　　喜多　美雄　　前川　忠範
　　　　　　　 三村　浩之　　大庫　俊介　　大村　　直
　　　　　　　 多木　有一
　　高 砂 青 松 廣瀬　明正　　井野　隆弘　　伊藤　勝之
　　　　　　　 柿木　國夫　　小西　文孝　　京谷　愼平
　　　　　　　 増田耕太郎　　森脇　祥文　　中谷　利幸
　　　　　　　 西中　亮二　　志方　正昭　　田中　伸明
　　三　　　木 金鹿　　功　　宮永　　淳　　矢野　　謙
　　小 野 加 東 藤田　　覚　　岸本伊久男　　小林　俊正
　　　　　　　 甲山　正則　　宮岡　督修　　富田　悠介
　　北　　　条 岸本　正三
　　西　　　脇 金田　　実　　矢納　利夫
　　三木みどり 池町　雄介　　生友　勝幸
　　洲　　　本 秦　紳一郎
　　姫　　　路 城　　　守　　鎌谷　正弘　　北野　耕司
　　　　　　　 宮本　　茂　　中村彰一郎　　小倉　伸郎
　　　　　　　 空地　顕一
　　姫　路　南 赤穂　　哲　　土井　達也　　松岡　淳朗
　　　　　　　 小原　直人　　岡田　兼明　　豊住　格治
　　姫　路　西 本田眞一郎
　　姫　路　東 福永　博之
　　神　　　崎 秋山　紀史　　常次　佳丈
　　赤　　　穂 東野　雅弘
　　相　　　生 水本　由幸
　　龍　　　野 﨑野　圭子
　　上 郡 佐 用 半田　　充　　池田　雅子　　寺本　英徳
　　豊　　　岡 遠藤　　剛　　田中　　洋

ポール・ハリス・フェロー
　　尼　崎　北 浅田　勝彦　　岸本　敏裕
　　尼　崎　南 與那嶺まり子
　　尼　崎　中 畑田　吉敏　　谷　　竹治
　　川　　　西 藤本　智子
　　甲　子　園 平山　伸吾　　川﨑　史寛　　森村　次朗
　　西 宮 夙 川 佐々木隆幸
　　宝　　　塚 安藤　幹根　　木野　達夫
　　三　　　田 松原　弘幸
　　篠　　　山 飯田　天祥　　石田真太郎　　石井　祥平
　　柏　　　原 深田　俊郎　　古川　忠之　　廣瀬　隆仁
　　　　　　　 小橋　昭彦　　高見　　悟

　　HYOGOロータリーEクラブ 児玉　貴春
　　神　　　戸 河本　英雄　　松下　秀司　　三木谷研一
　　　　　　　 南　健次郎　　尾山　　基　　塔本　　均
　　神 戸 東 灘 皆吉　晃弘　　西尾　　至
　　神　戸　南 三宅　宏和　　三宅　雄己　　奥代　隆志
　　神 戸 六 甲 中島　健治　　澤井　靖人　　副　　高朗
　　神 戸 西 神 道永　憲兒
　　神　戸　中 蒲田　恵子　　志摩憲一郎
　　明　石　北 濱端　　俊
　　高　　　砂 堀　　直樹　　増田　章吾
　　加　古　川 畑　　公平　　石川　雄一　　前田　利文
　　加古川中央 花里　佳治　　二宮　琢也
　　高 砂 青 松 坂口　嘉久
　　加古川平成 清水　洋輔
　　三　　　木 藤木　公雄　　竹内　良一
　　小 野 加 東 中山松比古　　田中　隆夫　　田中　　靖
　　北　　　条 林　　垂栄
　　三木みどり 藤田　雅哉　　一井　康秀
　　姫　　　路 入江　道弘　　宮﨑　雅彰　　瀧川　祥也
　　姫　路　南 幸田　精久　　黒川　　仁
　　姫　路　西 前田　　洋　　吉田　和正
　　赤　　　穂 西川　英也
　　龍　　　野 圓尾　美佳　　森口　哲也
　　豊　　　岡 赤石　忠文　　千葉　義幸　　遠藤玄一郎
　　　　　　　 遠藤　　剛　　圡生田尚士　　濱上　将巳
　　　　　　　 井戸　　督　　笠原　泰藏　　紀氏　隆宏
　　　　　　　 小松　浩樹　　勾田　勝久　　宮元　光明
　　　　　　　 村尾　隆之　　中尾　二大　　西岡利一郎
　　　　　　　 野田　昌男　　大井　美行　　田中　一成
　　　　　　　 谷　孝之輔　　和田　和也　　藪原　和三
　　　　　　　 山根　正和　　山下　大輔
　　和　田　山 大林　賢一

米山寄付認証クラブ
・7千万円達成クラブ
　　神　　　戸
・5千万円達成クラブ
　　姫　　　路
・4千万円達成クラブ
　　明　石　東
・2千万円達成クラブ
　　神　戸　南
　　神 戸 六 甲

米山功労クラブ （　）内は表彰回数

　　尼　崎　北 （26）
　　西　　　宮 （16）
　　西 宮 夙 川 （9）
　　神　　　戸 （46）
　　神　戸　東 （30）
　　神 戸 東 灘 （20）
　　神　戸　南 （10）
　　神 戸 六 甲 （16）
　　神 戸 ベ イ （11）
　　神 戸 西 神 （19)(20)(21）
　　明　石　東 （26）
　　明　石　北 （18）
　　高　　　砂 （18）
　　加　古　川 （30）
　　加古川中央 （26）
　　小 野 加 東 （28）
　　西　　　脇 （16）
　　姫　路　南 （52）
　　姫　路　東 （44）

米山功労者メジャードナー（第10回以上）
　　伊 丹 有 明 津谷　　功（12）
　　　　　　　 池永　明義（10)(11）
　　篠　　　山 小南　稔彦（20） 藤本　善一（10）
　　宝塚武庫川 大室　　　（34）
　　神 戸 六 甲 山本　秀憲（16） 坂部　典生（12）
　　　　　　　 東　　國隆（10）
　　神 戸 須 磨 橋本　一豊（19） 大内　晋二（10）
　　神 戸 西 神 丸尾　研一（70） 河合　敏三（15）
　　　　　　　 吉川　孝郎（13）
　　小 野 加 東 増村　道雄（14）
　　西　　　脇 井村　正身（17）
　　洲　　　本 石濱　義民（10）
　　姫　路　南 髙島　　暢（12）

米山功労者マルチプル（第2回～第9回）
　　尼　　　崎 髙岡　　久（4）
　　尼　崎　北 苅田孝太郎（7） 武本　正照（6）
　　　　　　　 武本　正照（5)(6) 佐野　幸司（3）
　　尼　崎　東 杉浦　誠一（9） 喜多　　敬（8）
　　　　　　　 内藤　成敞（5）
　　尼　崎　西 武田　太平（5）
　　尼　崎　南 山本　　澄（6） 釜田　育瑚（4）
　　　　　　　 徐　　幸一（3） 芝　　泰雄（2）
　　伊　　　丹 田中　久雄（3）
　　川　　　西 徳永順一郎（4）
　　伊 丹 有 明 備藤　晋二（6）
　　西　　　宮 布目　莊太（2） 岡田　　洋（2）
　　　　　　　 藤堂　勝巳（2）
　　西 宮 夙 川 贄田　　肇（4）

　　篠　　　山 今井　保晴（9） 満仲　諦雅（6）
　　　　　　　 廣田　実光（2） 田中　義治（2）
　　宝　塚　中 阪上　栄樹（3）
　　神　　　戸 鍛治川清司（5） 西河　紀男（4）
　　　　　　　 笹田傳左衞門（3） 濵　　浩一（2）
　　　　　　　 横山　政夫（2）
　　神　戸　東 佐井　奇正（6） 鮑　　悦初（4）
　　　　　　　 松井　照男（2）
　　神 戸 東 灘 川本　慶子（7） 和田　孫博（7）
　　　　　　　 舟元美智子（5)(6）
　　神 戸 ベ イ 吉田　基毅（4） 北浦　　浩（2）
　　神 戸 須 磨 大内　晋二（8） 植田　芳光（7）
　　　　　　　 門田　敬造（6） 光斎　信治（3）
　　神 戸 垂 水 善國　高豊（8） 中塚　　修（2）
　　神 戸 西 神 工藤　涼二（6） 藤丸　信吾（3）
　　　　　　　 伊藤　幸美（3） 西藤　隆弘（3）
　　　　　　　 大塚　啓助（3） 道永　憲兒（2）
　　神　戸　中 宇尾　好博（2）
　　明　石　東 伊藤　勝晧（6） 伊藤　明彦（2）
　　明　石　北 林　　祝雄（2） 柿野　明男（2）
　　　　　　　 成田　光繁（2） 尾上　潤二（2）
　　加　古　川 竹位　賢二（5） 山口　勝英（5）
　　　　　　　 今村　諒道（2） 久後　勇人（2）
　　　　　　　 大庫　典雄（2） 山本亜也夫（2）
　　　　　　　 吉田　太郎（2）
　　加古川中央 朝家　　修（5） 前川　忠範（5）
　　　　　　　 松尾　邦光（5） 大村　　直（5）
　　　　　　　 大西淳滋郎（4） 長谷川輝幸（3）
　　三　　　木 金鹿　　功（5） 宮永　　淳（3）
　　　　　　　 大西　次丸（2） 横山　　寛（2）
　　小 野 加 東 岸本伊久男（6） 内藤　正克（6）
　　　　　　　 藤田　　覚（4） 甲山　正則（2）
　　　　　　　 小林　俊正（2）
　　北　　　条 安達　　功（4）
　　西　　　脇 藤本　武彦（9） 矢納　利夫（3）
　　　　　　　 金田　　実（2） 園田　純也（2）
　　三木みどり 依藤　　保（4） 生友　勝幸（2）
　　洲　　　本 秦　紳一郎（5） 横井　哲行（5）
　　　　　　　 番所　利行（3）
　　淡 路 三 原 登里　康生（4）
　　姫　　　路 鎌谷　正弘（3） 城　　　守（2）
　　　　　　　 中村彰一郎（2）
　　姫　路　南 柳川　芳廣（9） 齊藤　淳泰（4）
　　　　　　　 豊住　格治（4） 岡本　哲侍（3）
　　姫　路　西 新　　三郎（3） 石川　　誠（2）
　　姫　路　東 常村　武史（4）
　　神　　　崎 伊藤　晃敏（4） 秋山　紀史（3）
　　相　　　生 森田　文藏（3） 淮田　勝彦（2）
　　上 郡 佐 用 井口　洋子（6）

第1回米山功労者
　　尼　崎　北 齊藤　竜政

　　尼　崎　中 佐藤　　肇
　　西　　　宮 長沼　隆弘
　　西 宮 夙 川 赤木　幸子
　　三　　　田 松原　弘幸
　　篠　　　山 石井　祥平　　月森　一延
　　神　　　戸 福田　泰弘　　垣田　宗彦
　　神 戸 六 甲 伊藤　浄真
　　神 戸 垂 水 小林　秀一　　八代　　智
　　神 戸 西 神 堤　健二郎
　　加　古　川 穴田　敬士　　松井　隆文　　高浜　佳司
　　　　　　　 鶴田　彰二　　安井　　剛
　　三　　　木 岡島　正造
　　小 野 加 東 中山松比古　　田中　　靖
　　北　　　条 定行　敏弘　　高部　佳幸　　高井　誠貴
　　　　　　　 高瀬　生代
　　西　　　脇 村上　康憲
　　洲　　　本 不動　正章　　高山　秀則
　　姫　　　路 天野　泰文　　竹田　佑一　　山野　昭彦
　　姫　路　南 有川　裕之　　鎌谷　一磨　　黒田　俊行
　　　　　　　 髙石　佳知
　　姫　路　東 原田眞一郎　　藪口　　保
　　神　　　崎 波多野芳則　　久斗　譲二
　　相　　　生 江見　重人　　平田　雅義

準米山功労法人
　　尼　　　崎 柄谷順一郎　（株）柄谷工務店

準米山功労者
　　尼　崎　南 本田　俊介　　宮﨑　健一
　　西　　　宮 金居　光由　　中村　光孝　　岡村　勇人
　　西 宮 夙 川 赤井　秀顕　　長谷川純一　　橋本　秀美
　　　　　　　 今西　永兒　　松岡　繁郎　　中村　修己
　　　　　　　 中作　良成　　中内　一志　　大塚　勝弘
　　　　　　　 高見　之規　　山田　明良
　　篠　　　山 飯田　天祥　　井本　季伸　　石田真太郎
　　　　　　　 松尾　正樹　　中井　雅人　　大前　裕樹
　　神　　　戸 小泉　康史　　松井　　晶　　森本　真弥
　　神　戸　東 森本　一裕　　多田　善計　　田中　健三
　　　　　　　 吉田　正人
　　神 戸 東 灘 福島美穂子　　泉　　　藍　　真末　　剛
　　　　　　　 皆吉　晃弘　　摺河加小里
　　神 戸 ベ イ 永所　利章　　岩瀬　哲正
　　加　古　川 桑田圭一郎　　小田　伸悟
　　加古川中央 藤本　政則　　石野　和也　　衣笠　昭平
　　　　　　　 田端　和彦
　　三　　　木 久野　大介　　稲見　秀穂　　石井　盛久
　　　　　　　 金鹿　　功　　宮永　　淳　　宮脇　靖治
　　　　　　　 岡島　正造　　大西　次丸　　髙馬　将一
　　　　　　　 津村　敏弘　　横山　　寛
　　小 野 加 東 阿江　克彦　　福田　　歩　　上月　規秀
　　　　　　　 久後　淳司　　芝本　真和　　上田尾　真
　　北　　　条 安富　英喜

公益財団法人 ロータリー米山記念奨学会表彰

　　洲　　　本 藤岡　照三　　廣島　茂雄　　石村　　健
　　　　　　　 木村　一郎
　　あわじ中央 土井　一史　　児玉　和也
　　姫　路　東 松本　彩稔　　糴川　英毅　　高原　敏緒
　　　　　　　 宇佐美慶太
　　赤　　　穂 東野　雅弘　　石原　将司

在籍
【55年ロータリー在籍】
　　神　　　戸 秋山　　榮

【50年ロータリー在籍】
　　尼　　　崎 柄谷順一郎
　　神　戸　東 角田　嘉宏
　　赤　　　穂 寺田　祐三

100％連続出席会員
【50年連続出席】
　　尼　　　崎 柄谷順一郎

【40年連続出席】
　　尼　　　崎 田中　良三
　　伊 丹 有 明 津谷　　功
　　高　　　砂 名嶋　一成
　　高 砂 青 松 内海　　薫
　　姫　　　路 三木　　明
　　姫　路　東 樋口　克亘 大西　健一
　　神　　　崎 堀口　勝久
　　赤　　　穂 小野　隆義
　　相　　　生 石原　裕久

【35年連続出席】
　　伊　　　丹 弓場　勝友
　　甲　子　園 中嶋　邦明
　　西 宮 夙 川 丸岡　稔洋　　柴田　整宏　　山本　正二
　　神　戸　東 山野　　　　　　
　　神 戸 西 神 西藤　隆弘　　吉川　孝郎
　　加　古　川 中田　美晴
　　北　　　条 佐々木信行

　　西　　　脇 井村　正身
　　洲　　　本 石濱　義民
　　姫　　　路 田隅　泰三　　山本　清輝
　　豊　　　岡 北村　博司

【30年連続出席】
　　伊丹昆陽池 常岡　　豊
　　甲　子　園 隔山　泰三
　　神　戸　東 石橋　恒生　　神田　孝平
　　高 砂 青 松 志方　正昭
　　小 野 加 東 小西　龍機
　　北　　　条 是常　克博　　西村　栄俊
　　西　　　脇 中田　善大
　　姫　路　南 坂元　宣之　　杉山　正幸

【25年連続出席】
　　尼　　　崎 河村　　隆
　　西　　　宮 北山　哲三
　　芦　屋　川 中村　昌良
　　篠　　　山 藤本　善一　　堀　　成志
　　柏　　　原 田中　　潔
　　神　　　戸 上谷　佳宏
　　神　戸　東 三原　孝公
　　神 戸 垂 水 永田　哲也
　　神 戸 西 神 河合　敏三
　　高　　　砂 尾上　喜秀
　　北　　　条 神田　　孝
　　西　　　脇 生田　　悟　　齋藤太紀雄　　髙瀬　英夫
　　姫　　　路 空地　顕一
　　姫　路　南 岡田　兼明
　　姫　路　東 福永　博之　　常村　武史
　　赤　　　穂 山本　辰一
　　龍　　　野 森崎　嘉章
　　香　　　住 奥谷　和美
　　豊岡円山川 藤本　鉄郎

【20年連続出席】
　　川　　　西 加藤　仁哉
　　篠　　　山 小嶋　一郎
　　神　　　戸 新　　尚一　　奈良山貴士
　　神　戸　東 福原　敏晃　　吉田　建美
　　神 戸 須 磨 光斎　信治　　益子　和久
　　高　　　砂 伊地知正治
　　高 砂 青 松 佐野　栄作
　　北　　　条 小谷　正博
　　赤　　　穂 杉山　匡行
　　相　　　生 阿賀　慶彦
　　龍　　　野 冨田　哲雅
　　豊　　　岡 田中　　洋
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（対象期間：2020年７月１日～2021年６月30日）

表　彰〔2020-21年度〕

メジャードナー
　　伊　　　丹 吉岡　博忠
　　神 戸 東 灘 苦瓜　顕一
　　西　　　脇 藤本　武彦

ポール・ハリス・ソサエティ
　　尼　崎　東 小坂　圭一
　　篠　　　山 小南　稔彦
　　神　　　戸 井植　貞雄
　　神　戸　西 矢坂　誠徳
　　神 戸 須 磨 橋本　一豊
　　神 戸 西 神 河合　敏三　　丸尾　研一　　鈴木　一史
　　姫　　　路 三木　　明
　　豊　　　岡 田中　　洋

ベネファクター
　　神 戸 東 灘 和田　孫博
　　神 戸 西 神 工藤　涼二

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
　　尼　崎　北 武本　正照
　　尼　崎　東 小坂　圭一　　松岡　秀光　　中井　　洋
　　　　　　　 西川　一正
　　尼　崎　南 平井　昌夫　　山本　正明
　　伊　　　丹 滝内　秀昭
　　川　　　西 木下　　成　　北　政十郎　　森友　　潔
　　　　　　　 徳永順一郎
　　伊 丹 有 明 池永　明義　　阪上　　博　　辻野　信博
　　川西猪名川 林　　健一
　　西　　　宮 早瀬　利典　　平田　　浩　　廣田　宗玄
　　　　　　　 北山　哲三　　中島　　清　　中西　哲生
　　　　　　　 中田　尚文　　難波　　仁　　篠田　利正
　　　　　　　 髙山　　敬　　津久井　進　　山本　真作
　　芦　　　屋 岩淺　俊朗　　武　　健一　　植田　英規
　　甲　子　園 泉庄右衛門　　中川　圭太　　中川　尚美
　　篠　　　山 畑　　一弥　　堀口　純男　　井上　隆雄
　　　　　　　 古杉　和広　　小山　芳弘　　栗山　泰三
　　　　　　　 丸尾　雅弘　　山内　利樹
　　柏　　　原 石川　憲幸　　黒田　由弘　　谷垣　　渉
　　宝塚武庫川 池田　光輝
　　三　田　南 荻野　恭三
　　宝　塚　中 大門美智子　　草野　　旦
　　神　　　戸 濵　　浩一　　鍛治川清司　　木下　勝文
　　　　　　　 木下　和彦　　中林　　淳　　中野　正德
　　　　　　　 上谷　佳宏　　八木　博嗣
　　神　戸　東 三戸岡英樹　　西村　太一
　　神 戸 東 灘 舟元美智子　　石田希世士

　　神　戸　南 井上　淳也　　海津　順一　　桑畑　純也
　　　　　　　 中尾　信也　　坂野　嘉則　　白井　義人
　　神 戸 六 甲 東　　國隆　　関　　通孝
　　神 戸 ベ イ 須藤　仁一
　　神　戸　西 矢坂　誠徳
　　神 戸 垂 水 善國　高豊
　　神 戸 西 神 藤丸　信吾　　池田　實行　　大塚　啓助
　　神　戸　中 宇尾　好博　　吉田　泰弘
　　高　　　砂 桂田　重信　　坂井　智代　　山名　克典
　　加古川中央 長谷川輝幸　　喜多　美雄　　前川　忠範
　　　　　　　 三村　浩之　　大庫　俊介　　大村　　直
　　　　　　　 多木　有一
　　高 砂 青 松 廣瀬　明正　　井野　隆弘　　伊藤　勝之
　　　　　　　 柿木　國夫　　小西　文孝　　京谷　愼平
　　　　　　　 増田耕太郎　　森脇　祥文　　中谷　利幸
　　　　　　　 西中　亮二　　志方　正昭　　田中　伸明
　　三　　　木 金鹿　　功　　宮永　　淳　　矢野　　謙
　　小 野 加 東 藤田　　覚　　岸本伊久男　　小林　俊正
　　　　　　　 甲山　正則　　宮岡　督修　　富田　悠介
　　北　　　条 岸本　正三
　　西　　　脇 金田　　実　　矢納　利夫
　　三木みどり 池町　雄介　　生友　勝幸
　　洲　　　本 秦　紳一郎
　　姫　　　路 城　　　守　　鎌谷　正弘　　北野　耕司
　　　　　　　 宮本　　茂　　中村彰一郎　　小倉　伸郎
　　　　　　　 空地　顕一
　　姫　路　南 赤穂　　哲　　土井　達也　　松岡　淳朗
　　　　　　　 小原　直人　　岡田　兼明　　豊住　格治
　　姫　路　西 本田眞一郎
　　姫　路　東 福永　博之
　　神　　　崎 秋山　紀史　　常次　佳丈
　　赤　　　穂 東野　雅弘
　　相　　　生 水本　由幸
　　龍　　　野 﨑野　圭子
　　上 郡 佐 用 半田　　充　　池田　雅子　　寺本　英徳
　　豊　　　岡 遠藤　　剛　　田中　　洋

ポール・ハリス・フェロー
　　尼　崎　北 浅田　勝彦　　岸本　敏裕
　　尼　崎　南 與那嶺まり子
　　尼　崎　中 畑田　吉敏　　谷　　竹治
　　川　　　西 藤本　智子
　　甲　子　園 平山　伸吾　　川﨑　史寛　　森村　次朗
　　西 宮 夙 川 佐々木隆幸
　　宝　　　塚 安藤　幹根　　木野　達夫
　　三　　　田 松原　弘幸
　　篠　　　山 飯田　天祥　　石田真太郎　　石井　祥平
　　柏　　　原 深田　俊郎　　古川　忠之　　廣瀬　隆仁
　　　　　　　 小橋　昭彦　　高見　　悟

　　HYOGOロータリーEクラブ 児玉　貴春
　　神　　　戸 河本　英雄　　松下　秀司　　三木谷研一
　　　　　　　 南　健次郎　　尾山　　基　　塔本　　均
　　神 戸 東 灘 皆吉　晃弘　　西尾　　至
　　神　戸　南 三宅　宏和　　三宅　雄己　　奥代　隆志
　　神 戸 六 甲 中島　健治　　澤井　靖人　　副　　高朗
　　神 戸 西 神 道永　憲兒
　　神　戸　中 蒲田　恵子　　志摩憲一郎
　　明　石　北 濱端　　俊
　　高　　　砂 堀　　直樹　　増田　章吾
　　加　古　川 畑　　公平　　石川　雄一　　前田　利文
　　加古川中央 花里　佳治　　二宮　琢也
　　高 砂 青 松 坂口　嘉久
　　加古川平成 清水　洋輔
　　三　　　木 藤木　公雄　　竹内　良一
　　小 野 加 東 中山松比古　　田中　隆夫　　田中　　靖
　　北　　　条 林　　垂栄
　　三木みどり 藤田　雅哉　　一井　康秀
　　姫　　　路 入江　道弘　　宮﨑　雅彰　　瀧川　祥也
　　姫　路　南 幸田　精久　　黒川　　仁
　　姫　路　西 前田　　洋　　吉田　和正
　　赤　　　穂 西川　英也
　　龍　　　野 圓尾　美佳　　森口　哲也
　　豊　　　岡 赤石　忠文　　千葉　義幸　　遠藤玄一郎
　　　　　　　 遠藤　　剛　　圡生田尚士　　濱上　将巳
　　　　　　　 井戸　　督　　笠原　泰藏　　紀氏　隆宏
　　　　　　　 小松　浩樹　　勾田　勝久　　宮元　光明
　　　　　　　 村尾　隆之　　中尾　二大　　西岡利一郎
　　　　　　　 野田　昌男　　大井　美行　　田中　一成
　　　　　　　 谷　孝之輔　　和田　和也　　藪原　和三
　　　　　　　 山根　正和　　山下　大輔
　　和　田　山 大林　賢一

米山寄付認証クラブ
・7千万円達成クラブ
　　神　　　戸
・5千万円達成クラブ
　　姫　　　路
・4千万円達成クラブ
　　明　石　東
・2千万円達成クラブ
　　神　戸　南
　　神 戸 六 甲

米山功労クラブ （　）内は表彰回数

　　尼　崎　北 （26）
　　西　　　宮 （16）
　　西 宮 夙 川 （9）
　　神　　　戸 （46）
　　神　戸　東 （30）
　　神 戸 東 灘 （20）
　　神　戸　南 （10）
　　神 戸 六 甲 （16）
　　神 戸 ベ イ （11）
　　神 戸 西 神 （19)(20)(21）
　　明　石　東 （26）
　　明　石　北 （18）
　　高　　　砂 （18）
　　加　古　川 （30）
　　加古川中央 （26）
　　小 野 加 東 （28）
　　西　　　脇 （16）
　　姫　路　南 （52）
　　姫　路　東 （44）

米山功労者メジャードナー（第10回以上）
　　伊 丹 有 明 津谷　　功（12）
　　　　　　　 池永　明義（10)(11）
　　篠　　　山 小南　稔彦（20） 藤本　善一（10）
　　宝塚武庫川 大室　　　（34）
　　神 戸 六 甲 山本　秀憲（16） 坂部　典生（12）
　　　　　　　 東　　國隆（10）
　　神 戸 須 磨 橋本　一豊（19） 大内　晋二（10）
　　神 戸 西 神 丸尾　研一（70） 河合　敏三（15）
　　　　　　　 吉川　孝郎（13）
　　小 野 加 東 増村　道雄（14）
　　西　　　脇 井村　正身（17）
　　洲　　　本 石濱　義民（10）
　　姫　路　南 髙島　　暢（12）

米山功労者マルチプル（第2回～第9回）
　　尼　　　崎 髙岡　　久（4）
　　尼　崎　北 苅田孝太郎（7） 武本　正照（6）
　　　　　　　 武本　正照（5)(6) 佐野　幸司（3）
　　尼　崎　東 杉浦　誠一（9） 喜多　　敬（8）
　　　　　　　 内藤　成敞（5）
　　尼　崎　西 武田　太平（5）
　　尼　崎　南 山本　　澄（6） 釜田　育瑚（4）
　　　　　　　 徐　　幸一（3） 芝　　泰雄（2）
　　伊　　　丹 田中　久雄（3）
　　川　　　西 徳永順一郎（4）
　　伊 丹 有 明 備藤　晋二（6）
　　西　　　宮 布目　莊太（2） 岡田　　洋（2）
　　　　　　　 藤堂　勝巳（2）
　　西 宮 夙 川 贄田　　肇（4）

　　篠　　　山 今井　保晴（9） 満仲　諦雅（6）
　　　　　　　 廣田　実光（2） 田中　義治（2）
　　宝　塚　中 阪上　栄樹（3）
　　神　　　戸 鍛治川清司（5） 西河　紀男（4）
　　　　　　　 笹田傳左衞門（3） 濵　　浩一（2）
　　　　　　　 横山　政夫（2）
　　神　戸　東 佐井　奇正（6） 鮑　　悦初（4）
　　　　　　　 松井　照男（2）
　　神 戸 東 灘 川本　慶子（7） 和田　孫博（7）
　　　　　　　 舟元美智子（5)(6）
　　神 戸 ベ イ 吉田　基毅（4） 北浦　　浩（2）
　　神 戸 須 磨 大内　晋二（8） 植田　芳光（7）
　　　　　　　 門田　敬造（6） 光斎　信治（3）
　　神 戸 垂 水 善國　高豊（8） 中塚　　修（2）
　　神 戸 西 神 工藤　涼二（6） 藤丸　信吾（3）
　　　　　　　 伊藤　幸美（3） 西藤　隆弘（3）
　　　　　　　 大塚　啓助（3） 道永　憲兒（2）
　　神　戸　中 宇尾　好博（2）
　　明　石　東 伊藤　勝晧（6） 伊藤　明彦（2）
　　明　石　北 林　　祝雄（2） 柿野　明男（2）
　　　　　　　 成田　光繁（2） 尾上　潤二（2）
　　加　古　川 竹位　賢二（5） 山口　勝英（5）
　　　　　　　 今村　諒道（2） 久後　勇人（2）
　　　　　　　 大庫　典雄（2） 山本亜也夫（2）
　　　　　　　 吉田　太郎（2）
　　加古川中央 朝家　　修（5） 前川　忠範（5）
　　　　　　　 松尾　邦光（5） 大村　　直（5）
　　　　　　　 大西淳滋郎（4） 長谷川輝幸（3）
　　三　　　木 金鹿　　功（5） 宮永　　淳（3）
　　　　　　　 大西　次丸（2） 横山　　寛（2）
　　小 野 加 東 岸本伊久男（6） 内藤　正克（6）
　　　　　　　 藤田　　覚（4） 甲山　正則（2）
　　　　　　　 小林　俊正（2）
　　北　　　条 安達　　功（4）
　　西　　　脇 藤本　武彦（9） 矢納　利夫（3）
　　　　　　　 金田　　実（2） 園田　純也（2）
　　三木みどり 依藤　　保（4） 生友　勝幸（2）
　　洲　　　本 秦　紳一郎（5） 横井　哲行（5）
　　　　　　　 番所　利行（3）
　　淡 路 三 原 登里　康生（4）
　　姫　　　路 鎌谷　正弘（3） 城　　　守（2）
　　　　　　　 中村彰一郎（2）
　　姫　路　南 柳川　芳廣（9） 齊藤　淳泰（4）
　　　　　　　 豊住　格治（4） 岡本　哲侍（3）
　　姫　路　西 新　　三郎（3） 石川　　誠（2）
　　姫　路　東 常村　武史（4）
　　神　　　崎 伊藤　晃敏（4） 秋山　紀史（3）
　　相　　　生 森田　文藏（3） 淮田　勝彦（2）
　　上 郡 佐 用 井口　洋子（6）

第1回米山功労者
　　尼　崎　北 齊藤　竜政

　　尼　崎　中 佐藤　　肇
　　西　　　宮 長沼　隆弘
　　西 宮 夙 川 赤木　幸子
　　三　　　田 松原　弘幸
　　篠　　　山 石井　祥平　　月森　一延
　　神　　　戸 福田　泰弘　　垣田　宗彦
　　神 戸 六 甲 伊藤　浄真
　　神 戸 垂 水 小林　秀一　　八代　　智
　　神 戸 西 神 堤　健二郎
　　加　古　川 穴田　敬士　　松井　隆文　　高浜　佳司
　　　　　　　 鶴田　彰二　　安井　　剛
　　三　　　木 岡島　正造
　　小 野 加 東 中山松比古　　田中　　靖
　　北　　　条 定行　敏弘　　高部　佳幸　　高井　誠貴
　　　　　　　 高瀬　生代
　　西　　　脇 村上　康憲
　　洲　　　本 不動　正章　　高山　秀則
　　姫　　　路 天野　泰文　　竹田　佑一　　山野　昭彦
　　姫　路　南 有川　裕之　　鎌谷　一磨　　黒田　俊行
　　　　　　　 髙石　佳知
　　姫　路　東 原田眞一郎　　藪口　　保
　　神　　　崎 波多野芳則　　久斗　譲二
　　相　　　生 江見　重人　　平田　雅義

準米山功労法人
　　尼　　　崎 柄谷順一郎　（株）柄谷工務店

準米山功労者
　　尼　崎　南 本田　俊介　　宮﨑　健一
　　西　　　宮 金居　光由　　中村　光孝　　岡村　勇人
　　西 宮 夙 川 赤井　秀顕　　長谷川純一　　橋本　秀美
　　　　　　　 今西　永兒　　松岡　繁郎　　中村　修己
　　　　　　　 中作　良成　　中内　一志　　大塚　勝弘
　　　　　　　 高見　之規　　山田　明良
　　篠　　　山 飯田　天祥　　井本　季伸　　石田真太郎
　　　　　　　 松尾　正樹　　中井　雅人　　大前　裕樹
　　神　　　戸 小泉　康史　　松井　　晶　　森本　真弥
　　神　戸　東 森本　一裕　　多田　善計　　田中　健三
　　　　　　　 吉田　正人
　　神 戸 東 灘 福島美穂子　　泉　　　藍　　真末　　剛
　　　　　　　 皆吉　晃弘　　摺河加小里
　　神 戸 ベ イ 永所　利章　　岩瀬　哲正
　　加　古　川 桑田圭一郎　　小田　伸悟
　　加古川中央 藤本　政則　　石野　和也　　衣笠　昭平
　　　　　　　 田端　和彦
　　三　　　木 久野　大介　　稲見　秀穂　　石井　盛久
　　　　　　　 金鹿　　功　　宮永　　淳　　宮脇　靖治
　　　　　　　 岡島　正造　　大西　次丸　　髙馬　将一
　　　　　　　 津村　敏弘　　横山　　寛
　　小 野 加 東 阿江　克彦　　福田　　歩　　上月　規秀
　　　　　　　 久後　淳司　　芝本　真和　　上田尾　真
　　北　　　条 安富　英喜

公益財団法人 ロータリー米山記念奨学会表彰

　　洲　　　本 藤岡　照三　　廣島　茂雄　　石村　　健
　　　　　　　 木村　一郎
　　あわじ中央 土井　一史　　児玉　和也
　　姫　路　東 松本　彩稔　　糴川　英毅　　高原　敏緒
　　　　　　　 宇佐美慶太
　　赤　　　穂 東野　雅弘　　石原　将司

在籍
【55年ロータリー在籍】
　　神　　　戸 秋山　　榮

【50年ロータリー在籍】
　　尼　　　崎 柄谷順一郎
　　神　戸　東 角田　嘉宏
　　赤　　　穂 寺田　祐三

100％連続出席会員
【50年連続出席】
　　尼　　　崎 柄谷順一郎

【40年連続出席】
　　尼　　　崎 田中　良三
　　伊 丹 有 明 津谷　　功
　　高　　　砂 名嶋　一成
　　高 砂 青 松 内海　　薫
　　姫　　　路 三木　　明
　　姫　路　東 樋口　克亘 大西　健一
　　神　　　崎 堀口　勝久
　　赤　　　穂 小野　隆義
　　相　　　生 石原　裕久

【35年連続出席】
　　伊　　　丹 弓場　勝友
　　甲　子　園 中嶋　邦明
　　西 宮 夙 川 丸岡　稔洋　　柴田　整宏　　山本　正二
　　神　戸　東 山野　　　　　　
　　神 戸 西 神 西藤　隆弘　　吉川　孝郎
　　加　古　川 中田　美晴
　　北　　　条 佐々木信行

　　西　　　脇 井村　正身
　　洲　　　本 石濱　義民
　　姫　　　路 田隅　泰三　　山本　清輝
　　豊　　　岡 北村　博司

【30年連続出席】
　　伊丹昆陽池 常岡　　豊
　　甲　子　園 隔山　泰三
　　神　戸　東 石橋　恒生　　神田　孝平
　　高 砂 青 松 志方　正昭
　　小 野 加 東 小西　龍機
　　北　　　条 是常　克博　　西村　栄俊
　　西　　　脇 中田　善大
　　姫　路　南 坂元　宣之　　杉山　正幸

【25年連続出席】
　　尼　　　崎 河村　　隆
　　西　　　宮 北山　哲三
　　芦　屋　川 中村　昌良
　　篠　　　山 藤本　善一　　堀　　成志
　　柏　　　原 田中　　潔
　　神　　　戸 上谷　佳宏
　　神　戸　東 三原　孝公
　　神 戸 垂 水 永田　哲也
　　神 戸 西 神 河合　敏三
　　高　　　砂 尾上　喜秀
　　北　　　条 神田　　孝
　　西　　　脇 生田　　悟　　齋藤太紀雄　　髙瀬　英夫
　　姫　　　路 空地　顕一
　　姫　路　南 岡田　兼明
　　姫　路　東 福永　博之　　常村　武史
　　赤　　　穂 山本　辰一
　　龍　　　野 森崎　嘉章
　　香　　　住 奥谷　和美
　　豊岡円山川 藤本　鉄郎

【20年連続出席】
　　川　　　西 加藤　仁哉
　　篠　　　山 小嶋　一郎
　　神　　　戸 新　　尚一　　奈良山貴士
　　神　戸　東 福原　敏晃　　吉田　建美
　　神 戸 須 磨 光斎　信治　　益子　和久
　　高　　　砂 伊地知正治
　　高 砂 青 松 佐野　栄作
　　北　　　条 小谷　正博
　　赤　　　穂 杉山　匡行
　　相　　　生 阿賀　慶彦
　　龍　　　野 冨田　哲雅
　　豊　　　岡 田中　　洋
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（対象期間：2020年７月１日～2021年６月30日）

表　彰〔2020-21年度〕

メジャードナー
　　伊　　　丹 吉岡　博忠
　　神 戸 東 灘 苦瓜　顕一
　　西　　　脇 藤本　武彦

ポール・ハリス・ソサエティ
　　尼　崎　東 小坂　圭一
　　篠　　　山 小南　稔彦
　　神　　　戸 井植　貞雄
　　神　戸　西 矢坂　誠徳
　　神 戸 須 磨 橋本　一豊
　　神 戸 西 神 河合　敏三　　丸尾　研一　　鈴木　一史
　　姫　　　路 三木　　明
　　豊　　　岡 田中　　洋

ベネファクター
　　神 戸 東 灘 和田　孫博
　　神 戸 西 神 工藤　涼二

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
　　尼　崎　北 武本　正照
　　尼　崎　東 小坂　圭一　　松岡　秀光　　中井　　洋
　　　　　　　 西川　一正
　　尼　崎　南 平井　昌夫　　山本　正明
　　伊　　　丹 滝内　秀昭
　　川　　　西 木下　　成　　北　政十郎　　森友　　潔
　　　　　　　 徳永順一郎
　　伊 丹 有 明 池永　明義　　阪上　　博　　辻野　信博
　　川西猪名川 林　　健一
　　西　　　宮 早瀬　利典　　平田　　浩　　廣田　宗玄
　　　　　　　 北山　哲三　　中島　　清　　中西　哲生
　　　　　　　 中田　尚文　　難波　　仁　　篠田　利正
　　　　　　　 髙山　　敬　　津久井　進　　山本　真作
　　芦　　　屋 岩淺　俊朗　　武　　健一　　植田　英規
　　甲　子　園 泉庄右衛門　　中川　圭太　　中川　尚美
　　篠　　　山 畑　　一弥　　堀口　純男　　井上　隆雄
　　　　　　　 古杉　和広　　小山　芳弘　　栗山　泰三
　　　　　　　 丸尾　雅弘　　山内　利樹
　　柏　　　原 石川　憲幸　　黒田　由弘　　谷垣　　渉
　　宝塚武庫川 池田　光輝
　　三　田　南 荻野　恭三
　　宝　塚　中 大門美智子　　草野　　旦
　　神　　　戸 濵　　浩一　　鍛治川清司　　木下　勝文
　　　　　　　 木下　和彦　　中林　　淳　　中野　正德
　　　　　　　 上谷　佳宏　　八木　博嗣
　　神　戸　東 三戸岡英樹　　西村　太一
　　神 戸 東 灘 舟元美智子　　石田希世士

　　神　戸　南 井上　淳也　　海津　順一　　桑畑　純也
　　　　　　　 中尾　信也　　坂野　嘉則　　白井　義人
　　神 戸 六 甲 東　　國隆　　関　　通孝
　　神 戸 ベ イ 須藤　仁一
　　神　戸　西 矢坂　誠徳
　　神 戸 垂 水 善國　高豊
　　神 戸 西 神 藤丸　信吾　　池田　實行　　大塚　啓助
　　神　戸　中 宇尾　好博　　吉田　泰弘
　　高　　　砂 桂田　重信　　坂井　智代　　山名　克典
　　加古川中央 長谷川輝幸　　喜多　美雄　　前川　忠範
　　　　　　　 三村　浩之　　大庫　俊介　　大村　　直
　　　　　　　 多木　有一
　　高 砂 青 松 廣瀬　明正　　井野　隆弘　　伊藤　勝之
　　　　　　　 柿木　國夫　　小西　文孝　　京谷　愼平
　　　　　　　 増田耕太郎　　森脇　祥文　　中谷　利幸
　　　　　　　 西中　亮二　　志方　正昭　　田中　伸明
　　三　　　木 金鹿　　功　　宮永　　淳　　矢野　　謙
　　小 野 加 東 藤田　　覚　　岸本伊久男　　小林　俊正
　　　　　　　 甲山　正則　　宮岡　督修　　富田　悠介
　　北　　　条 岸本　正三
　　西　　　脇 金田　　実　　矢納　利夫
　　三木みどり 池町　雄介　　生友　勝幸
　　洲　　　本 秦　紳一郎
　　姫　　　路 城　　　守　　鎌谷　正弘　　北野　耕司
　　　　　　　 宮本　　茂　　中村彰一郎　　小倉　伸郎
　　　　　　　 空地　顕一
　　姫　路　南 赤穂　　哲　　土井　達也　　松岡　淳朗
　　　　　　　 小原　直人　　岡田　兼明　　豊住　格治
　　姫　路　西 本田眞一郎
　　姫　路　東 福永　博之
　　神　　　崎 秋山　紀史　　常次　佳丈
　　赤　　　穂 東野　雅弘
　　相　　　生 水本　由幸
　　龍　　　野 﨑野　圭子
　　上 郡 佐 用 半田　　充　　池田　雅子　　寺本　英徳
　　豊　　　岡 遠藤　　剛　　田中　　洋

ポール・ハリス・フェロー
　　尼　崎　北 浅田　勝彦　　岸本　敏裕
　　尼　崎　南 與那嶺まり子
　　尼　崎　中 畑田　吉敏　　谷　　竹治
　　川　　　西 藤本　智子
　　甲　子　園 平山　伸吾　　川﨑　史寛　　森村　次朗
　　西 宮 夙 川 佐々木隆幸
　　宝　　　塚 安藤　幹根　　木野　達夫
　　三　　　田 松原　弘幸
　　篠　　　山 飯田　天祥　　石田真太郎　　石井　祥平
　　柏　　　原 深田　俊郎　　古川　忠之　　廣瀬　隆仁
　　　　　　　 小橋　昭彦　　高見　　悟

　　HYOGOロータリーEクラブ 児玉　貴春
　　神　　　戸 河本　英雄　　松下　秀司　　三木谷研一
　　　　　　　 南　健次郎　　尾山　　基　　塔本　　均
　　神 戸 東 灘 皆吉　晃弘　　西尾　　至
　　神　戸　南 三宅　宏和　　三宅　雄己　　奥代　隆志
　　神 戸 六 甲 中島　健治　　澤井　靖人　　副　　高朗
　　神 戸 西 神 道永　憲兒
　　神　戸　中 蒲田　恵子　　志摩憲一郎
　　明　石　北 濱端　　俊
　　高　　　砂 堀　　直樹　　増田　章吾
　　加　古　川 畑　　公平　　石川　雄一　　前田　利文
　　加古川中央 花里　佳治　　二宮　琢也
　　高 砂 青 松 坂口　嘉久
　　加古川平成 清水　洋輔
　　三　　　木 藤木　公雄　　竹内　良一
　　小 野 加 東 中山松比古　　田中　隆夫　　田中　　靖
　　北　　　条 林　　垂栄
　　三木みどり 藤田　雅哉　　一井　康秀
　　姫　　　路 入江　道弘　　宮﨑　雅彰　　瀧川　祥也
　　姫　路　南 幸田　精久　　黒川　　仁
　　姫　路　西 前田　　洋　　吉田　和正
　　赤　　　穂 西川　英也
　　龍　　　野 圓尾　美佳　　森口　哲也
　　豊　　　岡 赤石　忠文　　千葉　義幸　　遠藤玄一郎
　　　　　　　 遠藤　　剛　　圡生田尚士　　濱上　将巳
　　　　　　　 井戸　　督　　笠原　泰藏　　紀氏　隆宏
　　　　　　　 小松　浩樹　　勾田　勝久　　宮元　光明
　　　　　　　 村尾　隆之　　中尾　二大　　西岡利一郎
　　　　　　　 野田　昌男　　大井　美行　　田中　一成
　　　　　　　 谷　孝之輔　　和田　和也　　藪原　和三
　　　　　　　 山根　正和　　山下　大輔
　　和　田　山 大林　賢一

米山寄付認証クラブ
・7千万円達成クラブ
　　神　　　戸
・5千万円達成クラブ
　　姫　　　路
・4千万円達成クラブ
　　明　石　東
・2千万円達成クラブ
　　神　戸　南
　　神 戸 六 甲

米山功労クラブ （　）内は表彰回数

　　尼　崎　北 （26）
　　西　　　宮 （16）
　　西 宮 夙 川 （9）
　　神　　　戸 （46）
　　神　戸　東 （30）
　　神 戸 東 灘 （20）
　　神　戸　南 （10）
　　神 戸 六 甲 （16）
　　神 戸 ベ イ （11）
　　神 戸 西 神 （19)(20)(21）
　　明　石　東 （26）
　　明　石　北 （18）
　　高　　　砂 （18）
　　加　古　川 （30）
　　加古川中央 （26）
　　小 野 加 東 （28）
　　西　　　脇 （16）
　　姫　路　南 （52）
　　姫　路　東 （44）

米山功労者メジャードナー（第10回以上）
　　伊 丹 有 明 津谷　　功（12）
　　　　　　　 池永　明義（10)(11）
　　篠　　　山 小南　稔彦（20） 藤本　善一（10）
　　宝塚武庫川 大室　　　（34）
　　神 戸 六 甲 山本　秀憲（16） 坂部　典生（12）
　　　　　　　 東　　國隆（10）
　　神 戸 須 磨 橋本　一豊（19） 大内　晋二（10）
　　神 戸 西 神 丸尾　研一（70） 河合　敏三（15）
　　　　　　　 吉川　孝郎（13）
　　小 野 加 東 増村　道雄（14）
　　西　　　脇 井村　正身（17）
　　洲　　　本 石濱　義民（10）
　　姫　路　南 髙島　　暢（12）

米山功労者マルチプル（第2回～第9回）
　　尼　　　崎 髙岡　　久（4）
　　尼　崎　北 苅田孝太郎（7） 武本　正照（6）
　　　　　　　 武本　正照（5)(6) 佐野　幸司（3）
　　尼　崎　東 杉浦　誠一（9） 喜多　　敬（8）
　　　　　　　 内藤　成敞（5）
　　尼　崎　西 武田　太平（5）
　　尼　崎　南 山本　　澄（6） 釜田　育瑚（4）
　　　　　　　 徐　　幸一（3） 芝　　泰雄（2）
　　伊　　　丹 田中　久雄（3）
　　川　　　西 徳永順一郎（4）
　　伊 丹 有 明 備藤　晋二（6）
　　西　　　宮 布目　莊太（2） 岡田　　洋（2）
　　　　　　　 藤堂　勝巳（2）
　　西 宮 夙 川 贄田　　肇（4）

　　篠　　　山 今井　保晴（9） 満仲　諦雅（6）
　　　　　　　 廣田　実光（2） 田中　義治（2）
　　宝　塚　中 阪上　栄樹（3）
　　神　　　戸 鍛治川清司（5） 西河　紀男（4）
　　　　　　　 笹田傳左衞門（3） 濵　　浩一（2）
　　　　　　　 横山　政夫（2）
　　神　戸　東 佐井　奇正（6） 鮑　　悦初（4）
　　　　　　　 松井　照男（2）
　　神 戸 東 灘 川本　慶子（7） 和田　孫博（7）
　　　　　　　 舟元美智子（5)(6）
　　神 戸 ベ イ 吉田　基毅（4） 北浦　　浩（2）
　　神 戸 須 磨 大内　晋二（8） 植田　芳光（7）
　　　　　　　 門田　敬造（6） 光斎　信治（3）
　　神 戸 垂 水 善國　高豊（8） 中塚　　修（2）
　　神 戸 西 神 工藤　涼二（6） 藤丸　信吾（3）
　　　　　　　 伊藤　幸美（3） 西藤　隆弘（3）
　　　　　　　 大塚　啓助（3） 道永　憲兒（2）
　　神　戸　中 宇尾　好博（2）
　　明　石　東 伊藤　勝晧（6） 伊藤　明彦（2）
　　明　石　北 林　　祝雄（2） 柿野　明男（2）
　　　　　　　 成田　光繁（2） 尾上　潤二（2）
　　加　古　川 竹位　賢二（5） 山口　勝英（5）
　　　　　　　 今村　諒道（2） 久後　勇人（2）
　　　　　　　 大庫　典雄（2） 山本亜也夫（2）
　　　　　　　 吉田　太郎（2）
　　加古川中央 朝家　　修（5） 前川　忠範（5）
　　　　　　　 松尾　邦光（5） 大村　　直（5）
　　　　　　　 大西淳滋郎（4） 長谷川輝幸（3）
　　三　　　木 金鹿　　功（5） 宮永　　淳（3）
　　　　　　　 大西　次丸（2） 横山　　寛（2）
　　小 野 加 東 岸本伊久男（6） 内藤　正克（6）
　　　　　　　 藤田　　覚（4） 甲山　正則（2）
　　　　　　　 小林　俊正（2）
　　北　　　条 安達　　功（4）
　　西　　　脇 藤本　武彦（9） 矢納　利夫（3）
　　　　　　　 金田　　実（2） 園田　純也（2）
　　三木みどり 依藤　　保（4） 生友　勝幸（2）
　　洲　　　本 秦　紳一郎（5） 横井　哲行（5）
　　　　　　　 番所　利行（3）
　　淡 路 三 原 登里　康生（4）
　　姫　　　路 鎌谷　正弘（3） 城　　　守（2）
　　　　　　　 中村彰一郎（2）
　　姫　路　南 柳川　芳廣（9） 齊藤　淳泰（4）
　　　　　　　 豊住　格治（4） 岡本　哲侍（3）
　　姫　路　西 新　　三郎（3） 石川　　誠（2）
　　姫　路　東 常村　武史（4）
　　神　　　崎 伊藤　晃敏（4） 秋山　紀史（3）
　　相　　　生 森田　文藏（3） 淮田　勝彦（2）
　　上 郡 佐 用 井口　洋子（6）

第1回米山功労者
　　尼　崎　北 齊藤　竜政

　　尼　崎　中 佐藤　　肇
　　西　　　宮 長沼　隆弘
　　西 宮 夙 川 赤木　幸子
　　三　　　田 松原　弘幸
　　篠　　　山 石井　祥平　　月森　一延
　　神　　　戸 福田　泰弘　　垣田　宗彦
　　神 戸 六 甲 伊藤　浄真
　　神 戸 垂 水 小林　秀一　　八代　　智
　　神 戸 西 神 堤　健二郎
　　加　古　川 穴田　敬士　　松井　隆文　　高浜　佳司
　　　　　　　 鶴田　彰二　　安井　　剛
　　三　　　木 岡島　正造
　　小 野 加 東 中山松比古　　田中　　靖
　　北　　　条 定行　敏弘　　高部　佳幸　　高井　誠貴
　　　　　　　 高瀬　生代
　　西　　　脇 村上　康憲
　　洲　　　本 不動　正章　　高山　秀則
　　姫　　　路 天野　泰文　　竹田　佑一　　山野　昭彦
　　姫　路　南 有川　裕之　　鎌谷　一磨　　黒田　俊行
　　　　　　　 髙石　佳知
　　姫　路　東 原田眞一郎　　藪口　　保
　　神　　　崎 波多野芳則　　久斗　譲二
　　相　　　生 江見　重人　　平田　雅義

準米山功労法人
　　尼　　　崎 柄谷順一郎　（株）柄谷工務店

準米山功労者
　　尼　崎　南 本田　俊介　　宮﨑　健一
　　西　　　宮 金居　光由　　中村　光孝　　岡村　勇人
　　西 宮 夙 川 赤井　秀顕　　長谷川純一　　橋本　秀美
　　　　　　　 今西　永兒　　松岡　繁郎　　中村　修己
　　　　　　　 中作　良成　　中内　一志　　大塚　勝弘
　　　　　　　 高見　之規　　山田　明良
　　篠　　　山 飯田　天祥　　井本　季伸　　石田真太郎
　　　　　　　 松尾　正樹　　中井　雅人　　大前　裕樹
　　神　　　戸 小泉　康史　　松井　　晶　　森本　真弥
　　神　戸　東 森本　一裕　　多田　善計　　田中　健三
　　　　　　　 吉田　正人
　　神 戸 東 灘 福島美穂子　　泉　　　藍　　真末　　剛
　　　　　　　 皆吉　晃弘　　摺河加小里
　　神 戸 ベ イ 永所　利章　　岩瀬　哲正
　　加　古　川 桑田圭一郎　　小田　伸悟
　　加古川中央 藤本　政則　　石野　和也　　衣笠　昭平
　　　　　　　 田端　和彦
　　三　　　木 久野　大介　　稲見　秀穂　　石井　盛久
　　　　　　　 金鹿　　功　　宮永　　淳　　宮脇　靖治
　　　　　　　 岡島　正造　　大西　次丸　　髙馬　将一
　　　　　　　 津村　敏弘　　横山　　寛
　　小 野 加 東 阿江　克彦　　福田　　歩　　上月　規秀
　　　　　　　 久後　淳司　　芝本　真和　　上田尾　真
　　北　　　条 安富　英喜

　　洲　　　本 藤岡　照三　　廣島　茂雄　　石村　　健
　　　　　　　 木村　一郎
　　あわじ中央 土井　一史　　児玉　和也
　　姫　路　東 松本　彩稔　　糴川　英毅　　高原　敏緒
　　　　　　　 宇佐美慶太
　　赤　　　穂 東野　雅弘　　石原　将司

在籍
【55年ロータリー在籍】
　　神　　　戸 秋山　　榮

【50年ロータリー在籍】
　　尼　　　崎 柄谷順一郎
　　神　戸　東 角田　嘉宏
　　赤　　　穂 寺田　祐三

100％連続出席会員
【50年連続出席】
　　尼　　　崎 柄谷順一郎

【40年連続出席】
　　尼　　　崎 田中　良三
　　伊 丹 有 明 津谷　　功
　　高　　　砂 名嶋　一成
　　高 砂 青 松 内海　　薫
　　姫　　　路 三木　　明
　　姫　路　東 樋口　克亘 大西　健一
　　神　　　崎 堀口　勝久
　　赤　　　穂 小野　隆義
　　相　　　生 石原　裕久

【35年連続出席】
　　伊　　　丹 弓場　勝友
　　甲　子　園 中嶋　邦明
　　西 宮 夙 川 丸岡　稔洋　　柴田　整宏　　山本　正二
　　神　戸　東 山野　　　　　　
　　神 戸 西 神 西藤　隆弘　　吉川　孝郎
　　加　古　川 中田　美晴
　　北　　　条 佐々木信行

　　西　　　脇 井村　正身
　　洲　　　本 石濱　義民
　　姫　　　路 田隅　泰三　　山本　清輝
　　豊　　　岡 北村　博司

【30年連続出席】
　　伊丹昆陽池 常岡　　豊
　　甲　子　園 隔山　泰三
　　神　戸　東 石橋　恒生　　神田　孝平
　　高 砂 青 松 志方　正昭
　　小 野 加 東 小西　龍機
　　北　　　条 是常　克博　　西村　栄俊
　　西　　　脇 中田　善大
　　姫　路　南 坂元　宣之　　杉山　正幸

【25年連続出席】
　　尼　　　崎 河村　　隆
　　西　　　宮 北山　哲三
　　芦　屋　川 中村　昌良
　　篠　　　山 藤本　善一　　堀　　成志
　　柏　　　原 田中　　潔
　　神　　　戸 上谷　佳宏
　　神　戸　東 三原　孝公
　　神 戸 垂 水 永田　哲也
　　神 戸 西 神 河合　敏三
　　高　　　砂 尾上　喜秀
　　北　　　条 神田　　孝
　　西　　　脇 生田　　悟　　齋藤太紀雄　　髙瀬　英夫
　　姫　　　路 空地　顕一
　　姫　路　南 岡田　兼明
　　姫　路　東 福永　博之　　常村　武史
　　赤　　　穂 山本　辰一
　　龍　　　野 森崎　嘉章
　　香　　　住 奥谷　和美
　　豊岡円山川 藤本　鉄郎

【20年連続出席】
　　川　　　西 加藤　仁哉
　　篠　　　山 小嶋　一郎
　　神　　　戸 新　　尚一　　奈良山貴士
　　神　戸　東 福原　敏晃　　吉田　建美
　　神 戸 須 磨 光斎　信治　　益子　和久
　　高　　　砂 伊地知正治
　　高 砂 青 松 佐野　栄作
　　北　　　条 小谷　正博
　　赤　　　穂 杉山　匡行
　　相　　　生 阿賀　慶彦
　　龍　　　野 冨田　哲雅
　　豊　　　岡 田中　　洋
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（対象期間：2020年７月１日～2021年６月30日）

表　彰〔2020-21年度〕

メジャードナー
　　伊　　　丹 吉岡　博忠
　　神 戸 東 灘 苦瓜　顕一
　　西　　　脇 藤本　武彦

ポール・ハリス・ソサエティ
　　尼　崎　東 小坂　圭一
　　篠　　　山 小南　稔彦
　　神　　　戸 井植　貞雄
　　神　戸　西 矢坂　誠徳
　　神 戸 須 磨 橋本　一豊
　　神 戸 西 神 河合　敏三　　丸尾　研一　　鈴木　一史
　　姫　　　路 三木　　明
　　豊　　　岡 田中　　洋

ベネファクター
　　神 戸 東 灘 和田　孫博
　　神 戸 西 神 工藤　涼二

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
　　尼　崎　北 武本　正照
　　尼　崎　東 小坂　圭一　　松岡　秀光　　中井　　洋
　　　　　　　 西川　一正
　　尼　崎　南 平井　昌夫　　山本　正明
　　伊　　　丹 滝内　秀昭
　　川　　　西 木下　　成　　北　政十郎　　森友　　潔
　　　　　　　 徳永順一郎
　　伊 丹 有 明 池永　明義　　阪上　　博　　辻野　信博
　　川西猪名川 林　　健一
　　西　　　宮 早瀬　利典　　平田　　浩　　廣田　宗玄
　　　　　　　 北山　哲三　　中島　　清　　中西　哲生
　　　　　　　 中田　尚文　　難波　　仁　　篠田　利正
　　　　　　　 髙山　　敬　　津久井　進　　山本　真作
　　芦　　　屋 岩淺　俊朗　　武　　健一　　植田　英規
　　甲　子　園 泉庄右衛門　　中川　圭太　　中川　尚美
　　篠　　　山 畑　　一弥　　堀口　純男　　井上　隆雄
　　　　　　　 古杉　和広　　小山　芳弘　　栗山　泰三
　　　　　　　 丸尾　雅弘　　山内　利樹
　　柏　　　原 石川　憲幸　　黒田　由弘　　谷垣　　渉
　　宝塚武庫川 池田　光輝
　　三　田　南 荻野　恭三
　　宝　塚　中 大門美智子　　草野　　旦
　　神　　　戸 濵　　浩一　　鍛治川清司　　木下　勝文
　　　　　　　 木下　和彦　　中林　　淳　　中野　正德
　　　　　　　 上谷　佳宏　　八木　博嗣
　　神　戸　東 三戸岡英樹　　西村　太一
　　神 戸 東 灘 舟元美智子　　石田希世士

　　神　戸　南 井上　淳也　　海津　順一　　桑畑　純也
　　　　　　　 中尾　信也　　坂野　嘉則　　白井　義人
　　神 戸 六 甲 東　　國隆　　関　　通孝
　　神 戸 ベ イ 須藤　仁一
　　神　戸　西 矢坂　誠徳
　　神 戸 垂 水 善國　高豊
　　神 戸 西 神 藤丸　信吾　　池田　實行　　大塚　啓助
　　神　戸　中 宇尾　好博　　吉田　泰弘
　　高　　　砂 桂田　重信　　坂井　智代　　山名　克典
　　加古川中央 長谷川輝幸　　喜多　美雄　　前川　忠範
　　　　　　　 三村　浩之　　大庫　俊介　　大村　　直
　　　　　　　 多木　有一
　　高 砂 青 松 廣瀬　明正　　井野　隆弘　　伊藤　勝之
　　　　　　　 柿木　國夫　　小西　文孝　　京谷　愼平
　　　　　　　 増田耕太郎　　森脇　祥文　　中谷　利幸
　　　　　　　 西中　亮二　　志方　正昭　　田中　伸明
　　三　　　木 金鹿　　功　　宮永　　淳　　矢野　　謙
　　小 野 加 東 藤田　　覚　　岸本伊久男　　小林　俊正
　　　　　　　 甲山　正則　　宮岡　督修　　富田　悠介
　　北　　　条 岸本　正三
　　西　　　脇 金田　　実　　矢納　利夫
　　三木みどり 池町　雄介　　生友　勝幸
　　洲　　　本 秦　紳一郎
　　姫　　　路 城　　　守　　鎌谷　正弘　　北野　耕司
　　　　　　　 宮本　　茂　　中村彰一郎　　小倉　伸郎
　　　　　　　 空地　顕一
　　姫　路　南 赤穂　　哲　　土井　達也　　松岡　淳朗
　　　　　　　 小原　直人　　岡田　兼明　　豊住　格治
　　姫　路　西 本田眞一郎
　　姫　路　東 福永　博之
　　神　　　崎 秋山　紀史　　常次　佳丈
　　赤　　　穂 東野　雅弘
　　相　　　生 水本　由幸
　　龍　　　野 﨑野　圭子
　　上 郡 佐 用 半田　　充　　池田　雅子　　寺本　英徳
　　豊　　　岡 遠藤　　剛　　田中　　洋

ポール・ハリス・フェロー
　　尼　崎　北 浅田　勝彦　　岸本　敏裕
　　尼　崎　南 與那嶺まり子
　　尼　崎　中 畑田　吉敏　　谷　　竹治
　　川　　　西 藤本　智子
　　甲　子　園 平山　伸吾　　川﨑　史寛　　森村　次朗
　　西 宮 夙 川 佐々木隆幸
　　宝　　　塚 安藤　幹根　　木野　達夫
　　三　　　田 松原　弘幸
　　篠　　　山 飯田　天祥　　石田真太郎　　石井　祥平
　　柏　　　原 深田　俊郎　　古川　忠之　　廣瀬　隆仁
　　　　　　　 小橋　昭彦　　高見　　悟

　　HYOGOロータリーEクラブ 児玉　貴春
　　神　　　戸 河本　英雄　　松下　秀司　　三木谷研一
　　　　　　　 南　健次郎　　尾山　　基　　塔本　　均
　　神 戸 東 灘 皆吉　晃弘　　西尾　　至
　　神　戸　南 三宅　宏和　　三宅　雄己　　奥代　隆志
　　神 戸 六 甲 中島　健治　　澤井　靖人　　副　　高朗
　　神 戸 西 神 道永　憲兒
　　神　戸　中 蒲田　恵子　　志摩憲一郎
　　明　石　北 濱端　　俊
　　高　　　砂 堀　　直樹　　増田　章吾
　　加　古　川 畑　　公平　　石川　雄一　　前田　利文
　　加古川中央 花里　佳治　　二宮　琢也
　　高 砂 青 松 坂口　嘉久
　　加古川平成 清水　洋輔
　　三　　　木 藤木　公雄　　竹内　良一
　　小 野 加 東 中山松比古　　田中　隆夫　　田中　　靖
　　北　　　条 林　　垂栄
　　三木みどり 藤田　雅哉　　一井　康秀
　　姫　　　路 入江　道弘　　宮﨑　雅彰　　瀧川　祥也
　　姫　路　南 幸田　精久　　黒川　　仁
　　姫　路　西 前田　　洋　　吉田　和正
　　赤　　　穂 西川　英也
　　龍　　　野 圓尾　美佳　　森口　哲也
　　豊　　　岡 赤石　忠文　　千葉　義幸　　遠藤玄一郎
　　　　　　　 遠藤　　剛　　圡生田尚士　　濱上　将巳
　　　　　　　 井戸　　督　　笠原　泰藏　　紀氏　隆宏
　　　　　　　 小松　浩樹　　勾田　勝久　　宮元　光明
　　　　　　　 村尾　隆之　　中尾　二大　　西岡利一郎
　　　　　　　 野田　昌男　　大井　美行　　田中　一成
　　　　　　　 谷　孝之輔　　和田　和也　　藪原　和三
　　　　　　　 山根　正和　　山下　大輔
　　和　田　山 大林　賢一

米山寄付認証クラブ
・7千万円達成クラブ
　　神　　　戸
・5千万円達成クラブ
　　姫　　　路
・4千万円達成クラブ
　　明　石　東
・2千万円達成クラブ
　　神　戸　南
　　神 戸 六 甲

米山功労クラブ （　）内は表彰回数

　　尼　崎　北 （26）
　　西　　　宮 （16）
　　西 宮 夙 川 （9）
　　神　　　戸 （46）
　　神　戸　東 （30）
　　神 戸 東 灘 （20）
　　神　戸　南 （10）
　　神 戸 六 甲 （16）
　　神 戸 ベ イ （11）
　　神 戸 西 神 （19)(20)(21）
　　明　石　東 （26）
　　明　石　北 （18）
　　高　　　砂 （18）
　　加　古　川 （30）
　　加古川中央 （26）
　　小 野 加 東 （28）
　　西　　　脇 （16）
　　姫　路　南 （52）
　　姫　路　東 （44）

米山功労者メジャードナー（第10回以上）
　　伊 丹 有 明 津谷　　功（12）
　　　　　　　 池永　明義（10)(11）
　　篠　　　山 小南　稔彦（20） 藤本　善一（10）
　　宝塚武庫川 大室　　　（34）
　　神 戸 六 甲 山本　秀憲（16） 坂部　典生（12）
　　　　　　　 東　　國隆（10）
　　神 戸 須 磨 橋本　一豊（19） 大内　晋二（10）
　　神 戸 西 神 丸尾　研一（70） 河合　敏三（15）
　　　　　　　 吉川　孝郎（13）
　　小 野 加 東 増村　道雄（14）
　　西　　　脇 井村　正身（17）
　　洲　　　本 石濱　義民（10）
　　姫　路　南 髙島　　暢（12）

米山功労者マルチプル（第2回～第9回）
　　尼　　　崎 髙岡　　久（4）
　　尼　崎　北 苅田孝太郎（7） 武本　正照（6）
　　　　　　　 武本　正照（5)(6) 佐野　幸司（3）
　　尼　崎　東 杉浦　誠一（9） 喜多　　敬（8）
　　　　　　　 内藤　成敞（5）
　　尼　崎　西 武田　太平（5）
　　尼　崎　南 山本　　澄（6） 釜田　育瑚（4）
　　　　　　　 徐　　幸一（3） 芝　　泰雄（2）
　　伊　　　丹 田中　久雄（3）
　　川　　　西 徳永順一郎（4）
　　伊 丹 有 明 備藤　晋二（6）
　　西　　　宮 布目　莊太（2） 岡田　　洋（2）
　　　　　　　 藤堂　勝巳（2）
　　西 宮 夙 川 贄田　　肇（4）

　　篠　　　山 今井　保晴（9） 満仲　諦雅（6）
　　　　　　　 廣田　実光（2） 田中　義治（2）
　　宝　塚　中 阪上　栄樹（3）
　　神　　　戸 鍛治川清司（5） 西河　紀男（4）
　　　　　　　 笹田傳左衞門（3） 濵　　浩一（2）
　　　　　　　 横山　政夫（2）
　　神　戸　東 佐井　奇正（6） 鮑　　悦初（4）
　　　　　　　 松井　照男（2）
　　神 戸 東 灘 川本　慶子（7） 和田　孫博（7）
　　　　　　　 舟元美智子（5)(6）
　　神 戸 ベ イ 吉田　基毅（4） 北浦　　浩（2）
　　神 戸 須 磨 大内　晋二（8） 植田　芳光（7）
　　　　　　　 門田　敬造（6） 光斎　信治（3）
　　神 戸 垂 水 善國　高豊（8） 中塚　　修（2）
　　神 戸 西 神 工藤　涼二（6） 藤丸　信吾（3）
　　　　　　　 伊藤　幸美（3） 西藤　隆弘（3）
　　　　　　　 大塚　啓助（3） 道永　憲兒（2）
　　神　戸　中 宇尾　好博（2）
　　明　石　東 伊藤　勝晧（6） 伊藤　明彦（2）
　　明　石　北 林　　祝雄（2） 柿野　明男（2）
　　　　　　　 成田　光繁（2） 尾上　潤二（2）
　　加　古　川 竹位　賢二（5） 山口　勝英（5）
　　　　　　　 今村　諒道（2） 久後　勇人（2）
　　　　　　　 大庫　典雄（2） 山本亜也夫（2）
　　　　　　　 吉田　太郎（2）
　　加古川中央 朝家　　修（5） 前川　忠範（5）
　　　　　　　 松尾　邦光（5） 大村　　直（5）
　　　　　　　 大西淳滋郎（4） 長谷川輝幸（3）
　　三　　　木 金鹿　　功（5） 宮永　　淳（3）
　　　　　　　 大西　次丸（2） 横山　　寛（2）
　　小 野 加 東 岸本伊久男（6） 内藤　正克（6）
　　　　　　　 藤田　　覚（4） 甲山　正則（2）
　　　　　　　 小林　俊正（2）
　　北　　　条 安達　　功（4）
　　西　　　脇 藤本　武彦（9） 矢納　利夫（3）
　　　　　　　 金田　　実（2） 園田　純也（2）
　　三木みどり 依藤　　保（4） 生友　勝幸（2）
　　洲　　　本 秦　紳一郎（5） 横井　哲行（5）
　　　　　　　 番所　利行（3）
　　淡 路 三 原 登里　康生（4）
　　姫　　　路 鎌谷　正弘（3） 城　　　守（2）
　　　　　　　 中村彰一郎（2）
　　姫　路　南 柳川　芳廣（9） 齊藤　淳泰（4）
　　　　　　　 豊住　格治（4） 岡本　哲侍（3）
　　姫　路　西 新　　三郎（3） 石川　　誠（2）
　　姫　路　東 常村　武史（4）
　　神　　　崎 伊藤　晃敏（4） 秋山　紀史（3）
　　相　　　生 森田　文藏（3） 淮田　勝彦（2）
　　上 郡 佐 用 井口　洋子（6）

第1回米山功労者
　　尼　崎　北 齊藤　竜政

　　尼　崎　中 佐藤　　肇
　　西　　　宮 長沼　隆弘
　　西 宮 夙 川 赤木　幸子
　　三　　　田 松原　弘幸
　　篠　　　山 石井　祥平　　月森　一延
　　神　　　戸 福田　泰弘　　垣田　宗彦
　　神 戸 六 甲 伊藤　浄真
　　神 戸 垂 水 小林　秀一　　八代　　智
　　神 戸 西 神 堤　健二郎
　　加　古　川 穴田　敬士　　松井　隆文　　高浜　佳司
　　　　　　　 鶴田　彰二　　安井　　剛
　　三　　　木 岡島　正造
　　小 野 加 東 中山松比古　　田中　　靖
　　北　　　条 定行　敏弘　　高部　佳幸　　高井　誠貴
　　　　　　　 高瀬　生代
　　西　　　脇 村上　康憲
　　洲　　　本 不動　正章　　高山　秀則
　　姫　　　路 天野　泰文　　竹田　佑一　　山野　昭彦
　　姫　路　南 有川　裕之　　鎌谷　一磨　　黒田　俊行
　　　　　　　 髙石　佳知
　　姫　路　東 原田眞一郎　　藪口　　保
　　神　　　崎 波多野芳則　　久斗　譲二
　　相　　　生 江見　重人　　平田　雅義

準米山功労法人
　　尼　　　崎 柄谷順一郎　（株）柄谷工務店

準米山功労者
　　尼　崎　南 本田　俊介　　宮﨑　健一
　　西　　　宮 金居　光由　　中村　光孝　　岡村　勇人
　　西 宮 夙 川 赤井　秀顕　　長谷川純一　　橋本　秀美
　　　　　　　 今西　永兒　　松岡　繁郎　　中村　修己
　　　　　　　 中作　良成　　中内　一志　　大塚　勝弘
　　　　　　　 高見　之規　　山田　明良
　　篠　　　山 飯田　天祥　　井本　季伸　　石田真太郎
　　　　　　　 松尾　正樹　　中井　雅人　　大前　裕樹
　　神　　　戸 小泉　康史　　松井　　晶　　森本　真弥
　　神　戸　東 森本　一裕　　多田　善計　　田中　健三
　　　　　　　 吉田　正人
　　神 戸 東 灘 福島美穂子　　泉　　　藍　　真末　　剛
　　　　　　　 皆吉　晃弘　　摺河加小里
　　神 戸 ベ イ 永所　利章　　岩瀬　哲正
　　加　古　川 桑田圭一郎　　小田　伸悟
　　加古川中央 藤本　政則　　石野　和也　　衣笠　昭平
　　　　　　　 田端　和彦
　　三　　　木 久野　大介　　稲見　秀穂　　石井　盛久
　　　　　　　 金鹿　　功　　宮永　　淳　　宮脇　靖治
　　　　　　　 岡島　正造　　大西　次丸　　髙馬　将一
　　　　　　　 津村　敏弘　　横山　　寛
　　小 野 加 東 阿江　克彦　　福田　　歩　　上月　規秀
　　　　　　　 久後　淳司　　芝本　真和　　上田尾　真
　　北　　　条 安富　英喜

　　洲　　　本 藤岡　照三　　廣島　茂雄　　石村　　健
　　　　　　　 木村　一郎
　　あわじ中央 土井　一史　　児玉　和也
　　姫　路　東 松本　彩稔　　糴川　英毅　　高原　敏緒
　　　　　　　 宇佐美慶太
　　赤　　　穂 東野　雅弘　　石原　将司

在籍
【55年ロータリー在籍】
　　神　　　戸 秋山　　榮

【50年ロータリー在籍】
　　尼　　　崎 柄谷順一郎
　　神　戸　東 角田　嘉宏
　　赤　　　穂 寺田　祐三

100％連続出席会員
【50年連続出席】
　　尼　　　崎 柄谷順一郎

【40年連続出席】
　　尼　　　崎 田中　良三
　　伊 丹 有 明 津谷　　功
　　高　　　砂 名嶋　一成
　　高 砂 青 松 内海　　薫
　　姫　　　路 三木　　明
　　姫　路　東 樋口　克亘 大西　健一
　　神　　　崎 堀口　勝久
　　赤　　　穂 小野　隆義
　　相　　　生 石原　裕久

【35年連続出席】
　　伊　　　丹 弓場　勝友
　　甲　子　園 中嶋　邦明
　　西 宮 夙 川 丸岡　稔洋　　柴田　整宏　　山本　正二
　　神　戸　東 山野　　　　　　
　　神 戸 西 神 西藤　隆弘　　吉川　孝郎
　　加　古　川 中田　美晴
　　北　　　条 佐々木信行

　　西　　　脇 井村　正身
　　洲　　　本 石濱　義民
　　姫　　　路 田隅　泰三　　山本　清輝
　　豊　　　岡 北村　博司

【30年連続出席】
　　伊丹昆陽池 常岡　　豊
　　甲　子　園 隔山　泰三
　　神　戸　東 石橋　恒生　　神田　孝平
　　高 砂 青 松 志方　正昭
　　小 野 加 東 小西　龍機
　　北　　　条 是常　克博　　西村　栄俊
　　西　　　脇 中田　善大
　　姫　路　南 坂元　宣之　　杉山　正幸

【25年連続出席】
　　尼　　　崎 河村　　隆
　　西　　　宮 北山　哲三
　　芦　屋　川 中村　昌良
　　篠　　　山 藤本　善一　　堀　　成志
　　柏　　　原 田中　　潔
　　神　　　戸 上谷　佳宏
　　神　戸　東 三原　孝公
　　神 戸 垂 水 永田　哲也
　　神 戸 西 神 河合　敏三
　　高　　　砂 尾上　喜秀
　　北　　　条 神田　　孝
　　西　　　脇 生田　　悟　　齋藤太紀雄　　髙瀬　英夫
　　姫　　　路 空地　顕一
　　姫　路　南 岡田　兼明
　　姫　路　東 福永　博之　　常村　武史
　　赤　　　穂 山本　辰一
　　龍　　　野 森崎　嘉章
　　香　　　住 奥谷　和美
　　豊岡円山川 藤本　鉄郎

【20年連続出席】
　　川　　　西 加藤　仁哉
　　篠　　　山 小嶋　一郎
　　神　　　戸 新　　尚一　　奈良山貴士
　　神　戸　東 福原　敏晃　　吉田　建美
　　神 戸 須 磨 光斎　信治　　益子　和久
　　高　　　砂 伊地知正治
　　高 砂 青 松 佐野　栄作
　　北　　　条 小谷　正博
　　赤　　　穂 杉山　匡行
　　相　　　生 阿賀　慶彦
　　龍　　　野 冨田　哲雅
　　豊　　　岡 田中　　洋
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メジャードナー
　　伊　　　丹 吉岡　博忠
　　神 戸 東 灘 苦瓜　顕一
　　西　　　脇 藤本　武彦

ポール・ハリス・ソサエティ
　　尼　崎　東 小坂　圭一
　　篠　　　山 小南　稔彦
　　神　　　戸 井植　貞雄
　　神　戸　西 矢坂　誠徳
　　神 戸 須 磨 橋本　一豊
　　神 戸 西 神 河合　敏三　　丸尾　研一　　鈴木　一史
　　姫　　　路 三木　　明
　　豊　　　岡 田中　　洋

ベネファクター
　　神 戸 東 灘 和田　孫博
　　神 戸 西 神 工藤　涼二

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
　　尼　崎　北 武本　正照
　　尼　崎　東 小坂　圭一　　松岡　秀光　　中井　　洋
　　　　　　　 西川　一正
　　尼　崎　南 平井　昌夫　　山本　正明
　　伊　　　丹 滝内　秀昭
　　川　　　西 木下　　成　　北　政十郎　　森友　　潔
　　　　　　　 徳永順一郎
　　伊 丹 有 明 池永　明義　　阪上　　博　　辻野　信博
　　川西猪名川 林　　健一
　　西　　　宮 早瀬　利典　　平田　　浩　　廣田　宗玄
　　　　　　　 北山　哲三　　中島　　清　　中西　哲生
　　　　　　　 中田　尚文　　難波　　仁　　篠田　利正
　　　　　　　 髙山　　敬　　津久井　進　　山本　真作
　　芦　　　屋 岩淺　俊朗　　武　　健一　　植田　英規
　　甲　子　園 泉庄右衛門　　中川　圭太　　中川　尚美
　　篠　　　山 畑　　一弥　　堀口　純男　　井上　隆雄
　　　　　　　 古杉　和広　　小山　芳弘　　栗山　泰三
　　　　　　　 丸尾　雅弘　　山内　利樹
　　柏　　　原 石川　憲幸　　黒田　由弘　　谷垣　　渉
　　宝塚武庫川 池田　光輝
　　三　田　南 荻野　恭三
　　宝　塚　中 大門美智子　　草野　　旦
　　神　　　戸 濵　　浩一　　鍛治川清司　　木下　勝文
　　　　　　　 木下　和彦　　中林　　淳　　中野　正德
　　　　　　　 上谷　佳宏　　八木　博嗣
　　神　戸　東 三戸岡英樹　　西村　太一
　　神 戸 東 灘 舟元美智子　　石田希世士

　　神　戸　南 井上　淳也　　海津　順一　　桑畑　純也
　　　　　　　 中尾　信也　　坂野　嘉則　　白井　義人
　　神 戸 六 甲 東　　國隆　　関　　通孝
　　神 戸 ベ イ 須藤　仁一
　　神　戸　西 矢坂　誠徳
　　神 戸 垂 水 善國　高豊
　　神 戸 西 神 藤丸　信吾　　池田　實行　　大塚　啓助
　　神　戸　中 宇尾　好博　　吉田　泰弘
　　高　　　砂 桂田　重信　　坂井　智代　　山名　克典
　　加古川中央 長谷川輝幸　　喜多　美雄　　前川　忠範
　　　　　　　 三村　浩之　　大庫　俊介　　大村　　直
　　　　　　　 多木　有一
　　高 砂 青 松 廣瀬　明正　　井野　隆弘　　伊藤　勝之
　　　　　　　 柿木　國夫　　小西　文孝　　京谷　愼平
　　　　　　　 増田耕太郎　　森脇　祥文　　中谷　利幸
　　　　　　　 西中　亮二　　志方　正昭　　田中　伸明
　　三　　　木 金鹿　　功　　宮永　　淳　　矢野　　謙
　　小 野 加 東 藤田　　覚　　岸本伊久男　　小林　俊正
　　　　　　　 甲山　正則　　宮岡　督修　　富田　悠介
　　北　　　条 岸本　正三
　　西　　　脇 金田　　実　　矢納　利夫
　　三木みどり 池町　雄介　　生友　勝幸
　　洲　　　本 秦　紳一郎
　　姫　　　路 城　　　守　　鎌谷　正弘　　北野　耕司
　　　　　　　 宮本　　茂　　中村彰一郎　　小倉　伸郎
　　　　　　　 空地　顕一
　　姫　路　南 赤穂　　哲　　土井　達也　　松岡　淳朗
　　　　　　　 小原　直人　　岡田　兼明　　豊住　格治
　　姫　路　西 本田眞一郎
　　姫　路　東 福永　博之
　　神　　　崎 秋山　紀史　　常次　佳丈
　　赤　　　穂 東野　雅弘
　　相　　　生 水本　由幸
　　龍　　　野 﨑野　圭子
　　上 郡 佐 用 半田　　充　　池田　雅子　　寺本　英徳
　　豊　　　岡 遠藤　　剛　　田中　　洋

ポール・ハリス・フェロー
　　尼　崎　北 浅田　勝彦　　岸本　敏裕
　　尼　崎　南 與那嶺まり子
　　尼　崎　中 畑田　吉敏　　谷　　竹治
　　川　　　西 藤本　智子
　　甲　子　園 平山　伸吾　　川﨑　史寛　　森村　次朗
　　西 宮 夙 川 佐々木隆幸
　　宝　　　塚 安藤　幹根　　木野　達夫
　　三　　　田 松原　弘幸
　　篠　　　山 飯田　天祥　　石田真太郎　　石井　祥平
　　柏　　　原 深田　俊郎　　古川　忠之　　廣瀬　隆仁
　　　　　　　 小橋　昭彦　　高見　　悟

　　HYOGOロータリーEクラブ 児玉　貴春
　　神　　　戸 河本　英雄　　松下　秀司　　三木谷研一
　　　　　　　 南　健次郎　　尾山　　基　　塔本　　均
　　神 戸 東 灘 皆吉　晃弘　　西尾　　至
　　神　戸　南 三宅　宏和　　三宅　雄己　　奥代　隆志
　　神 戸 六 甲 中島　健治　　澤井　靖人　　副　　高朗
　　神 戸 西 神 道永　憲兒
　　神　戸　中 蒲田　恵子　　志摩憲一郎
　　明　石　北 濱端　　俊
　　高　　　砂 堀　　直樹　　増田　章吾
　　加　古　川 畑　　公平　　石川　雄一　　前田　利文
　　加古川中央 花里　佳治　　二宮　琢也
　　高 砂 青 松 坂口　嘉久
　　加古川平成 清水　洋輔
　　三　　　木 藤木　公雄　　竹内　良一
　　小 野 加 東 中山松比古　　田中　隆夫　　田中　　靖
　　北　　　条 林　　垂栄
　　三木みどり 藤田　雅哉　　一井　康秀
　　姫　　　路 入江　道弘　　宮﨑　雅彰　　瀧川　祥也
　　姫　路　南 幸田　精久　　黒川　　仁
　　姫　路　西 前田　　洋　　吉田　和正
　　赤　　　穂 西川　英也
　　龍　　　野 圓尾　美佳　　森口　哲也
　　豊　　　岡 赤石　忠文　　千葉　義幸　　遠藤玄一郎
　　　　　　　 遠藤　　剛　　圡生田尚士　　濱上　将巳
　　　　　　　 井戸　　督　　笠原　泰藏　　紀氏　隆宏
　　　　　　　 小松　浩樹　　勾田　勝久　　宮元　光明
　　　　　　　 村尾　隆之　　中尾　二大　　西岡利一郎
　　　　　　　 野田　昌男　　大井　美行　　田中　一成
　　　　　　　 谷　孝之輔　　和田　和也　　藪原　和三
　　　　　　　 山根　正和　　山下　大輔
　　和　田　山 大林　賢一

米山寄付認証クラブ
・7千万円達成クラブ
　　神　　　戸
・5千万円達成クラブ
　　姫　　　路
・4千万円達成クラブ
　　明　石　東
・2千万円達成クラブ
　　神　戸　南
　　神 戸 六 甲

米山功労クラブ （　）内は表彰回数

　　尼　崎　北 （26）
　　西　　　宮 （16）
　　西 宮 夙 川 （9）
　　神　　　戸 （46）
　　神　戸　東 （30）
　　神 戸 東 灘 （20）
　　神　戸　南 （10）
　　神 戸 六 甲 （16）
　　神 戸 ベ イ （11）
　　神 戸 西 神 （19)(20)(21）
　　明　石　東 （26）
　　明　石　北 （18）
　　高　　　砂 （18）
　　加　古　川 （30）
　　加古川中央 （26）
　　小 野 加 東 （28）
　　西　　　脇 （16）
　　姫　路　南 （52）
　　姫　路　東 （44）

米山功労者メジャードナー（第10回以上）
　　伊 丹 有 明 津谷　　功（12）
　　　　　　　 池永　明義（10)(11）
　　篠　　　山 小南　稔彦（20） 藤本　善一（10）
　　宝塚武庫川 大室　　　（34）
　　神 戸 六 甲 山本　秀憲（16） 坂部　典生（12）
　　　　　　　 東　　國隆（10）
　　神 戸 須 磨 橋本　一豊（19） 大内　晋二（10）
　　神 戸 西 神 丸尾　研一（70） 河合　敏三（15）
　　　　　　　 吉川　孝郎（13）
　　小 野 加 東 増村　道雄（14）
　　西　　　脇 井村　正身（17）
　　洲　　　本 石濱　義民（10）
　　姫　路　南 髙島　　暢（12）

米山功労者マルチプル（第2回～第9回）
　　尼　　　崎 髙岡　　久（4）
　　尼　崎　北 苅田孝太郎（7） 武本　正照（6）
　　　　　　　 武本　正照（5)(6) 佐野　幸司（3）
　　尼　崎　東 杉浦　誠一（9） 喜多　　敬（8）
　　　　　　　 内藤　成敞（5）
　　尼　崎　西 武田　太平（5）
　　尼　崎　南 山本　　澄（6） 釜田　育瑚（4）
　　　　　　　 徐　　幸一（3） 芝　　泰雄（2）
　　伊　　　丹 田中　久雄（3）
　　川　　　西 徳永順一郎（4）
　　伊 丹 有 明 備藤　晋二（6）
　　西　　　宮 布目　莊太（2） 岡田　　洋（2）
　　　　　　　 藤堂　勝巳（2）
　　西 宮 夙 川 贄田　　肇（4）

　　篠　　　山 今井　保晴（9） 満仲　諦雅（6）
　　　　　　　 廣田　実光（2） 田中　義治（2）
　　宝　塚　中 阪上　栄樹（3）
　　神　　　戸 鍛治川清司（5） 西河　紀男（4）
　　　　　　　 笹田傳左衞門（3） 濵　　浩一（2）
　　　　　　　 横山　政夫（2）
　　神　戸　東 佐井　奇正（6） 鮑　　悦初（4）
　　　　　　　 松井　照男（2）
　　神 戸 東 灘 川本　慶子（7） 和田　孫博（7）
　　　　　　　 舟元美智子（5)(6）
　　神 戸 ベ イ 吉田　基毅（4） 北浦　　浩（2）
　　神 戸 須 磨 大内　晋二（8） 植田　芳光（7）
　　　　　　　 門田　敬造（6） 光斎　信治（3）
　　神 戸 垂 水 善國　高豊（8） 中塚　　修（2）
　　神 戸 西 神 工藤　涼二（6） 藤丸　信吾（3）
　　　　　　　 伊藤　幸美（3） 西藤　隆弘（3）
　　　　　　　 大塚　啓助（3） 道永　憲兒（2）
　　神　戸　中 宇尾　好博（2）
　　明　石　東 伊藤　勝晧（6） 伊藤　明彦（2）
　　明　石　北 林　　祝雄（2） 柿野　明男（2）
　　　　　　　 成田　光繁（2） 尾上　潤二（2）
　　加　古　川 竹位　賢二（5） 山口　勝英（5）
　　　　　　　 今村　諒道（2） 久後　勇人（2）
　　　　　　　 大庫　典雄（2） 山本亜也夫（2）
　　　　　　　 吉田　太郎（2）
　　加古川中央 朝家　　修（5） 前川　忠範（5）
　　　　　　　 松尾　邦光（5） 大村　　直（5）
　　　　　　　 大西淳滋郎（4） 長谷川輝幸（3）
　　三　　　木 金鹿　　功（5） 宮永　　淳（3）
　　　　　　　 大西　次丸（2） 横山　　寛（2）
　　小 野 加 東 岸本伊久男（6） 内藤　正克（6）
　　　　　　　 藤田　　覚（4） 甲山　正則（2）
　　　　　　　 小林　俊正（2）
　　北　　　条 安達　　功（4）
　　西　　　脇 藤本　武彦（9） 矢納　利夫（3）
　　　　　　　 金田　　実（2） 園田　純也（2）
　　三木みどり 依藤　　保（4） 生友　勝幸（2）
　　洲　　　本 秦　紳一郎（5） 横井　哲行（5）
　　　　　　　 番所　利行（3）
　　淡 路 三 原 登里　康生（4）
　　姫　　　路 鎌谷　正弘（3） 城　　　守（2）
　　　　　　　 中村彰一郎（2）
　　姫　路　南 柳川　芳廣（9） 齊藤　淳泰（4）
　　　　　　　 豊住　格治（4） 岡本　哲侍（3）
　　姫　路　西 新　　三郎（3） 石川　　誠（2）
　　姫　路　東 常村　武史（4）
　　神　　　崎 伊藤　晃敏（4） 秋山　紀史（3）
　　相　　　生 森田　文藏（3） 淮田　勝彦（2）
　　上 郡 佐 用 井口　洋子（6）

第1回米山功労者
　　尼　崎　北 齊藤　竜政

　　尼　崎　中 佐藤　　肇
　　西　　　宮 長沼　隆弘
　　西 宮 夙 川 赤木　幸子
　　三　　　田 松原　弘幸
　　篠　　　山 石井　祥平　　月森　一延
　　神　　　戸 福田　泰弘　　垣田　宗彦
　　神 戸 六 甲 伊藤　浄真
　　神 戸 垂 水 小林　秀一　　八代　　智
　　神 戸 西 神 堤　健二郎
　　加　古　川 穴田　敬士　　松井　隆文　　高浜　佳司
　　　　　　　 鶴田　彰二　　安井　　剛
　　三　　　木 岡島　正造
　　小 野 加 東 中山松比古　　田中　　靖
　　北　　　条 定行　敏弘　　高部　佳幸　　高井　誠貴
　　　　　　　 高瀬　生代
　　西　　　脇 村上　康憲
　　洲　　　本 不動　正章　　高山　秀則
　　姫　　　路 天野　泰文　　竹田　佑一　　山野　昭彦
　　姫　路　南 有川　裕之　　鎌谷　一磨　　黒田　俊行
　　　　　　　 髙石　佳知
　　姫　路　東 原田眞一郎　　藪口　　保
　　神　　　崎 波多野芳則　　久斗　譲二
　　相　　　生 江見　重人　　平田　雅義

準米山功労法人
　　尼　　　崎 柄谷順一郎　（株）柄谷工務店

準米山功労者
　　尼　崎　南 本田　俊介　　宮﨑　健一
　　西　　　宮 金居　光由　　中村　光孝　　岡村　勇人
　　西 宮 夙 川 赤井　秀顕　　長谷川純一　　橋本　秀美
　　　　　　　 今西　永兒　　松岡　繁郎　　中村　修己
　　　　　　　 中作　良成　　中内　一志　　大塚　勝弘
　　　　　　　 高見　之規　　山田　明良
　　篠　　　山 飯田　天祥　　井本　季伸　　石田真太郎
　　　　　　　 松尾　正樹　　中井　雅人　　大前　裕樹
　　神　　　戸 小泉　康史　　松井　　晶　　森本　真弥
　　神　戸　東 森本　一裕　　多田　善計　　田中　健三
　　　　　　　 吉田　正人
　　神 戸 東 灘 福島美穂子　　泉　　　藍　　真末　　剛
　　　　　　　 皆吉　晃弘　　摺河加小里
　　神 戸 ベ イ 永所　利章　　岩瀬　哲正
　　加　古　川 桑田圭一郎　　小田　伸悟
　　加古川中央 藤本　政則　　石野　和也　　衣笠　昭平
　　　　　　　 田端　和彦
　　三　　　木 久野　大介　　稲見　秀穂　　石井　盛久
　　　　　　　 金鹿　　功　　宮永　　淳　　宮脇　靖治
　　　　　　　 岡島　正造　　大西　次丸　　髙馬　将一
　　　　　　　 津村　敏弘　　横山　　寛
　　小 野 加 東 阿江　克彦　　福田　　歩　　上月　規秀
　　　　　　　 久後　淳司　　芝本　真和　　上田尾　真
　　北　　　条 安富　英喜

　　洲　　　本 藤岡　照三　　廣島　茂雄　　石村　　健
　　　　　　　 木村　一郎
　　あわじ中央 土井　一史　　児玉　和也
　　姫　路　東 松本　彩稔　　糴川　英毅　　高原　敏緒
　　　　　　　 宇佐美慶太
　　赤　　　穂 東野　雅弘　　石原　将司

在籍
【55年ロータリー在籍】
　　神　　　戸 秋山　　榮

【50年ロータリー在籍】
　　尼　　　崎 柄谷順一郎
　　神　戸　東 角田　嘉宏
　　赤　　　穂 寺田　祐三

100％連続出席会員
【50年連続出席】
　　尼　　　崎 柄谷順一郎

【40年連続出席】
　　尼　　　崎 田中　良三
　　伊 丹 有 明 津谷　　功
　　高　　　砂 名嶋　一成
　　高 砂 青 松 内海　　薫
　　姫　　　路 三木　　明
　　姫　路　東 樋口　克亘 大西　健一
　　神　　　崎 堀口　勝久
　　赤　　　穂 小野　隆義
　　相　　　生 石原　裕久

【35年連続出席】
　　伊　　　丹 弓場　勝友
　　甲　子　園 中嶋　邦明
　　西 宮 夙 川 丸岡　稔洋　　柴田　整宏　　山本　正二
　　神　戸　東 山野　　　　　　
　　神 戸 西 神 西藤　隆弘　　吉川　孝郎
　　加　古　川 中田　美晴
　　北　　　条 佐々木信行

　　西　　　脇 井村　正身
　　洲　　　本 石濱　義民
　　姫　　　路 田隅　泰三　　山本　清輝
　　豊　　　岡 北村　博司

【30年連続出席】
　　伊丹昆陽池 常岡　　豊
　　甲　子　園 隔山　泰三
　　神　戸　東 石橋　恒生　　神田　孝平
　　高 砂 青 松 志方　正昭
　　小 野 加 東 小西　龍機
　　北　　　条 是常　克博　　西村　栄俊
　　西　　　脇 中田　善大
　　姫　路　南 坂元　宣之　　杉山　正幸

【25年連続出席】
　　尼　　　崎 河村　　隆
　　西　　　宮 北山　哲三
　　芦　屋　川 中村　昌良
　　篠　　　山 藤本　善一　　堀　　成志
　　柏　　　原 田中　　潔
　　神　　　戸 上谷　佳宏
　　神　戸　東 三原　孝公
　　神 戸 垂 水 永田　哲也
　　神 戸 西 神 河合　敏三
　　高　　　砂 尾上　喜秀
　　北　　　条 神田　　孝
　　西　　　脇 生田　　悟　　齋藤太紀雄　　髙瀬　英夫
　　姫　　　路 空地　顕一
　　姫　路　南 岡田　兼明
　　姫　路　東 福永　博之　　常村　武史
　　赤　　　穂 山本　辰一
　　龍　　　野 森崎　嘉章
　　香　　　住 奥谷　和美
　　豊岡円山川 藤本　鉄郎

【20年連続出席】
　　川　　　西 加藤　仁哉
　　篠　　　山 小嶋　一郎
　　神　　　戸 新　　尚一　　奈良山貴士
　　神　戸　東 福原　敏晃　　吉田　建美
　　神 戸 須 磨 光斎　信治　　益子　和久
　　高　　　砂 伊地知正治
　　高 砂 青 松 佐野　栄作
　　北　　　条 小谷　正博
　　赤　　　穂 杉山　匡行
　　相　　　生 阿賀　慶彦
　　龍　　　野 冨田　哲雅
　　豊　　　岡 田中　　洋

ロータリー在籍 （対象期間：2021年1月1日～2022年12月31日）

表　彰〔2021-22年度〕

（対象期間：2020年７月１日～2021年６月30日）
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表　彰〔2020-21年度〕

メジャードナー
　　伊　　　丹 吉岡　博忠
　　神 戸 東 灘 苦瓜　顕一
　　西　　　脇 藤本　武彦

ポール・ハリス・ソサエティ
　　尼　崎　東 小坂　圭一
　　篠　　　山 小南　稔彦
　　神　　　戸 井植　貞雄
　　神　戸　西 矢坂　誠徳
　　神 戸 須 磨 橋本　一豊
　　神 戸 西 神 河合　敏三　　丸尾　研一　　鈴木　一史
　　姫　　　路 三木　　明
　　豊　　　岡 田中　　洋

ベネファクター
　　神 戸 東 灘 和田　孫博
　　神 戸 西 神 工藤　涼二

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
　　尼　崎　北 武本　正照
　　尼　崎　東 小坂　圭一　　松岡　秀光　　中井　　洋
　　　　　　　 西川　一正
　　尼　崎　南 平井　昌夫　　山本　正明
　　伊　　　丹 滝内　秀昭
　　川　　　西 木下　　成　　北　政十郎　　森友　　潔
　　　　　　　 徳永順一郎
　　伊 丹 有 明 池永　明義　　阪上　　博　　辻野　信博
　　川西猪名川 林　　健一
　　西　　　宮 早瀬　利典　　平田　　浩　　廣田　宗玄
　　　　　　　 北山　哲三　　中島　　清　　中西　哲生
　　　　　　　 中田　尚文　　難波　　仁　　篠田　利正
　　　　　　　 髙山　　敬　　津久井　進　　山本　真作
　　芦　　　屋 岩淺　俊朗　　武　　健一　　植田　英規
　　甲　子　園 泉庄右衛門　　中川　圭太　　中川　尚美
　　篠　　　山 畑　　一弥　　堀口　純男　　井上　隆雄
　　　　　　　 古杉　和広　　小山　芳弘　　栗山　泰三
　　　　　　　 丸尾　雅弘　　山内　利樹
　　柏　　　原 石川　憲幸　　黒田　由弘　　谷垣　　渉
　　宝塚武庫川 池田　光輝
　　三　田　南 荻野　恭三
　　宝　塚　中 大門美智子　　草野　　旦
　　神　　　戸 濵　　浩一　　鍛治川清司　　木下　勝文
　　　　　　　 木下　和彦　　中林　　淳　　中野　正德
　　　　　　　 上谷　佳宏　　八木　博嗣
　　神　戸　東 三戸岡英樹　　西村　太一
　　神 戸 東 灘 舟元美智子　　石田希世士

　　神　戸　南 井上　淳也　　海津　順一　　桑畑　純也
　　　　　　　 中尾　信也　　坂野　嘉則　　白井　義人
　　神 戸 六 甲 東　　國隆　　関　　通孝
　　神 戸 ベ イ 須藤　仁一
　　神　戸　西 矢坂　誠徳
　　神 戸 垂 水 善國　高豊
　　神 戸 西 神 藤丸　信吾　　池田　實行　　大塚　啓助
　　神　戸　中 宇尾　好博　　吉田　泰弘
　　高　　　砂 桂田　重信　　坂井　智代　　山名　克典
　　加古川中央 長谷川輝幸　　喜多　美雄　　前川　忠範
　　　　　　　 三村　浩之　　大庫　俊介　　大村　　直
　　　　　　　 多木　有一
　　高 砂 青 松 廣瀬　明正　　井野　隆弘　　伊藤　勝之
　　　　　　　 柿木　國夫　　小西　文孝　　京谷　愼平
　　　　　　　 増田耕太郎　　森脇　祥文　　中谷　利幸
　　　　　　　 西中　亮二　　志方　正昭　　田中　伸明
　　三　　　木 金鹿　　功　　宮永　　淳　　矢野　　謙
　　小 野 加 東 藤田　　覚　　岸本伊久男　　小林　俊正
　　　　　　　 甲山　正則　　宮岡　督修　　富田　悠介
　　北　　　条 岸本　正三
　　西　　　脇 金田　　実　　矢納　利夫
　　三木みどり 池町　雄介　　生友　勝幸
　　洲　　　本 秦　紳一郎
　　姫　　　路 城　　　守　　鎌谷　正弘　　北野　耕司
　　　　　　　 宮本　　茂　　中村彰一郎　　小倉　伸郎
　　　　　　　 空地　顕一
　　姫　路　南 赤穂　　哲　　土井　達也　　松岡　淳朗
　　　　　　　 小原　直人　　岡田　兼明　　豊住　格治
　　姫　路　西 本田眞一郎
　　姫　路　東 福永　博之
　　神　　　崎 秋山　紀史　　常次　佳丈
　　赤　　　穂 東野　雅弘
　　相　　　生 水本　由幸
　　龍　　　野 﨑野　圭子
　　上 郡 佐 用 半田　　充　　池田　雅子　　寺本　英徳
　　豊　　　岡 遠藤　　剛　　田中　　洋

ポール・ハリス・フェロー
　　尼　崎　北 浅田　勝彦　　岸本　敏裕
　　尼　崎　南 與那嶺まり子
　　尼　崎　中 畑田　吉敏　　谷　　竹治
　　川　　　西 藤本　智子
　　甲　子　園 平山　伸吾　　川﨑　史寛　　森村　次朗
　　西 宮 夙 川 佐々木隆幸
　　宝　　　塚 安藤　幹根　　木野　達夫
　　三　　　田 松原　弘幸
　　篠　　　山 飯田　天祥　　石田真太郎　　石井　祥平
　　柏　　　原 深田　俊郎　　古川　忠之　　廣瀬　隆仁
　　　　　　　 小橋　昭彦　　高見　　悟

　　HYOGOロータリーEクラブ 児玉　貴春
　　神　　　戸 河本　英雄　　松下　秀司　　三木谷研一
　　　　　　　 南　健次郎　　尾山　　基　　塔本　　均
　　神 戸 東 灘 皆吉　晃弘　　西尾　　至
　　神　戸　南 三宅　宏和　　三宅　雄己　　奥代　隆志
　　神 戸 六 甲 中島　健治　　澤井　靖人　　副　　高朗
　　神 戸 西 神 道永　憲兒
　　神　戸　中 蒲田　恵子　　志摩憲一郎
　　明　石　北 濱端　　俊
　　高　　　砂 堀　　直樹　　増田　章吾
　　加　古　川 畑　　公平　　石川　雄一　　前田　利文
　　加古川中央 花里　佳治　　二宮　琢也
　　高 砂 青 松 坂口　嘉久
　　加古川平成 清水　洋輔
　　三　　　木 藤木　公雄　　竹内　良一
　　小 野 加 東 中山松比古　　田中　隆夫　　田中　　靖
　　北　　　条 林　　垂栄
　　三木みどり 藤田　雅哉　　一井　康秀
　　姫　　　路 入江　道弘　　宮﨑　雅彰　　瀧川　祥也
　　姫　路　南 幸田　精久　　黒川　　仁
　　姫　路　西 前田　　洋　　吉田　和正
　　赤　　　穂 西川　英也
　　龍　　　野 圓尾　美佳　　森口　哲也
　　豊　　　岡 赤石　忠文　　千葉　義幸　　遠藤玄一郎
　　　　　　　 遠藤　　剛　　圡生田尚士　　濱上　将巳
　　　　　　　 井戸　　督　　笠原　泰藏　　紀氏　隆宏
　　　　　　　 小松　浩樹　　勾田　勝久　　宮元　光明
　　　　　　　 村尾　隆之　　中尾　二大　　西岡利一郎
　　　　　　　 野田　昌男　　大井　美行　　田中　一成
　　　　　　　 谷　孝之輔　　和田　和也　　藪原　和三
　　　　　　　 山根　正和　　山下　大輔
　　和　田　山 大林　賢一

米山寄付認証クラブ
・7千万円達成クラブ
　　神　　　戸
・5千万円達成クラブ
　　姫　　　路
・4千万円達成クラブ
　　明　石　東
・2千万円達成クラブ
　　神　戸　南
　　神 戸 六 甲

米山功労クラブ （　）内は表彰回数

　　尼　崎　北 （26）
　　西　　　宮 （16）
　　西 宮 夙 川 （9）
　　神　　　戸 （46）
　　神　戸　東 （30）
　　神 戸 東 灘 （20）
　　神　戸　南 （10）
　　神 戸 六 甲 （16）
　　神 戸 ベ イ （11）
　　神 戸 西 神 （19)(20)(21）
　　明　石　東 （26）
　　明　石　北 （18）
　　高　　　砂 （18）
　　加　古　川 （30）
　　加古川中央 （26）
　　小 野 加 東 （28）
　　西　　　脇 （16）
　　姫　路　南 （52）
　　姫　路　東 （44）

米山功労者メジャードナー（第10回以上）
　　伊 丹 有 明 津谷　　功（12）
　　　　　　　 池永　明義（10)(11）
　　篠　　　山 小南　稔彦（20） 藤本　善一（10）
　　宝塚武庫川 大室　　　（34）
　　神 戸 六 甲 山本　秀憲（16） 坂部　典生（12）
　　　　　　　 東　　國隆（10）
　　神 戸 須 磨 橋本　一豊（19） 大内　晋二（10）
　　神 戸 西 神 丸尾　研一（70） 河合　敏三（15）
　　　　　　　 吉川　孝郎（13）
　　小 野 加 東 増村　道雄（14）
　　西　　　脇 井村　正身（17）
　　洲　　　本 石濱　義民（10）
　　姫　路　南 髙島　　暢（12）

米山功労者マルチプル（第2回～第9回）
　　尼　　　崎 髙岡　　久（4）
　　尼　崎　北 苅田孝太郎（7） 武本　正照（6）
　　　　　　　 武本　正照（5)(6) 佐野　幸司（3）
　　尼　崎　東 杉浦　誠一（9） 喜多　　敬（8）
　　　　　　　 内藤　成敞（5）
　　尼　崎　西 武田　太平（5）
　　尼　崎　南 山本　　澄（6） 釜田　育瑚（4）
　　　　　　　 徐　　幸一（3） 芝　　泰雄（2）
　　伊　　　丹 田中　久雄（3）
　　川　　　西 徳永順一郎（4）
　　伊 丹 有 明 備藤　晋二（6）
　　西　　　宮 布目　莊太（2） 岡田　　洋（2）
　　　　　　　 藤堂　勝巳（2）
　　西 宮 夙 川 贄田　　肇（4）

　　篠　　　山 今井　保晴（9） 満仲　諦雅（6）
　　　　　　　 廣田　実光（2） 田中　義治（2）
　　宝　塚　中 阪上　栄樹（3）
　　神　　　戸 鍛治川清司（5） 西河　紀男（4）
　　　　　　　 笹田傳左衞門（3） 濵　　浩一（2）
　　　　　　　 横山　政夫（2）
　　神　戸　東 佐井　奇正（6） 鮑　　悦初（4）
　　　　　　　 松井　照男（2）
　　神 戸 東 灘 川本　慶子（7） 和田　孫博（7）
　　　　　　　 舟元美智子（5)(6）
　　神 戸 ベ イ 吉田　基毅（4） 北浦　　浩（2）
　　神 戸 須 磨 大内　晋二（8） 植田　芳光（7）
　　　　　　　 門田　敬造（6） 光斎　信治（3）
　　神 戸 垂 水 善國　高豊（8） 中塚　　修（2）
　　神 戸 西 神 工藤　涼二（6） 藤丸　信吾（3）
　　　　　　　 伊藤　幸美（3） 西藤　隆弘（3）
　　　　　　　 大塚　啓助（3） 道永　憲兒（2）
　　神　戸　中 宇尾　好博（2）
　　明　石　東 伊藤　勝晧（6） 伊藤　明彦（2）
　　明　石　北 林　　祝雄（2） 柿野　明男（2）
　　　　　　　 成田　光繁（2） 尾上　潤二（2）
　　加　古　川 竹位　賢二（5） 山口　勝英（5）
　　　　　　　 今村　諒道（2） 久後　勇人（2）
　　　　　　　 大庫　典雄（2） 山本亜也夫（2）
　　　　　　　 吉田　太郎（2）
　　加古川中央 朝家　　修（5） 前川　忠範（5）
　　　　　　　 松尾　邦光（5） 大村　　直（5）
　　　　　　　 大西淳滋郎（4） 長谷川輝幸（3）
　　三　　　木 金鹿　　功（5） 宮永　　淳（3）
　　　　　　　 大西　次丸（2） 横山　　寛（2）
　　小 野 加 東 岸本伊久男（6） 内藤　正克（6）
　　　　　　　 藤田　　覚（4） 甲山　正則（2）
　　　　　　　 小林　俊正（2）
　　北　　　条 安達　　功（4）
　　西　　　脇 藤本　武彦（9） 矢納　利夫（3）
　　　　　　　 金田　　実（2） 園田　純也（2）
　　三木みどり 依藤　　保（4） 生友　勝幸（2）
　　洲　　　本 秦　紳一郎（5） 横井　哲行（5）
　　　　　　　 番所　利行（3）
　　淡 路 三 原 登里　康生（4）
　　姫　　　路 鎌谷　正弘（3） 城　　　守（2）
　　　　　　　 中村彰一郎（2）
　　姫　路　南 柳川　芳廣（9） 齊藤　淳泰（4）
　　　　　　　 豊住　格治（4） 岡本　哲侍（3）
　　姫　路　西 新　　三郎（3） 石川　　誠（2）
　　姫　路　東 常村　武史（4）
　　神　　　崎 伊藤　晃敏（4） 秋山　紀史（3）
　　相　　　生 森田　文藏（3） 淮田　勝彦（2）
　　上 郡 佐 用 井口　洋子（6）

第1回米山功労者
　　尼　崎　北 齊藤　竜政

　　尼　崎　中 佐藤　　肇
　　西　　　宮 長沼　隆弘
　　西 宮 夙 川 赤木　幸子
　　三　　　田 松原　弘幸
　　篠　　　山 石井　祥平　　月森　一延
　　神　　　戸 福田　泰弘　　垣田　宗彦
　　神 戸 六 甲 伊藤　浄真
　　神 戸 垂 水 小林　秀一　　八代　　智
　　神 戸 西 神 堤　健二郎
　　加　古　川 穴田　敬士　　松井　隆文　　高浜　佳司
　　　　　　　 鶴田　彰二　　安井　　剛
　　三　　　木 岡島　正造
　　小 野 加 東 中山松比古　　田中　　靖
　　北　　　条 定行　敏弘　　高部　佳幸　　高井　誠貴
　　　　　　　 高瀬　生代
　　西　　　脇 村上　康憲
　　洲　　　本 不動　正章　　高山　秀則
　　姫　　　路 天野　泰文　　竹田　佑一　　山野　昭彦
　　姫　路　南 有川　裕之　　鎌谷　一磨　　黒田　俊行
　　　　　　　 髙石　佳知
　　姫　路　東 原田眞一郎　　藪口　　保
　　神　　　崎 波多野芳則　　久斗　譲二
　　相　　　生 江見　重人　　平田　雅義

準米山功労法人
　　尼　　　崎 柄谷順一郎　（株）柄谷工務店

準米山功労者
　　尼　崎　南 本田　俊介　　宮﨑　健一
　　西　　　宮 金居　光由　　中村　光孝　　岡村　勇人
　　西 宮 夙 川 赤井　秀顕　　長谷川純一　　橋本　秀美
　　　　　　　 今西　永兒　　松岡　繁郎　　中村　修己
　　　　　　　 中作　良成　　中内　一志　　大塚　勝弘
　　　　　　　 高見　之規　　山田　明良
　　篠　　　山 飯田　天祥　　井本　季伸　　石田真太郎
　　　　　　　 松尾　正樹　　中井　雅人　　大前　裕樹
　　神　　　戸 小泉　康史　　松井　　晶　　森本　真弥
　　神　戸　東 森本　一裕　　多田　善計　　田中　健三
　　　　　　　 吉田　正人
　　神 戸 東 灘 福島美穂子　　泉　　　藍　　真末　　剛
　　　　　　　 皆吉　晃弘　　摺河加小里
　　神 戸 ベ イ 永所　利章　　岩瀬　哲正
　　加　古　川 桑田圭一郎　　小田　伸悟
　　加古川中央 藤本　政則　　石野　和也　　衣笠　昭平
　　　　　　　 田端　和彦
　　三　　　木 久野　大介　　稲見　秀穂　　石井　盛久
　　　　　　　 金鹿　　功　　宮永　　淳　　宮脇　靖治
　　　　　　　 岡島　正造　　大西　次丸　　髙馬　将一
　　　　　　　 津村　敏弘　　横山　　寛
　　小 野 加 東 阿江　克彦　　福田　　歩　　上月　規秀
　　　　　　　 久後　淳司　　芝本　真和　　上田尾　真
　　北　　　条 安富　英喜

　　洲　　　本 藤岡　照三　　廣島　茂雄　　石村　　健
　　　　　　　 木村　一郎
　　あわじ中央 土井　一史　　児玉　和也
　　姫　路　東 松本　彩稔　　糴川　英毅　　高原　敏緒
　　　　　　　 宇佐美慶太
　　赤　　　穂 東野　雅弘　　石原　将司

在籍
【55年ロータリー在籍】
　　神　　　戸 秋山　　榮

【50年ロータリー在籍】
　　尼　　　崎 柄谷順一郎
　　神　戸　東 角田　嘉宏
　　赤　　　穂 寺田　祐三

100％連続出席会員
【50年連続出席】
　　尼　　　崎 柄谷順一郎

【40年連続出席】
　　尼　　　崎 田中　良三
　　伊 丹 有 明 津谷　　功
　　高　　　砂 名嶋　一成
　　高 砂 青 松 内海　　薫
　　姫　　　路 三木　　明
　　姫　路　東 樋口　克亘 大西　健一
　　神　　　崎 堀口　勝久
　　赤　　　穂 小野　隆義
　　相　　　生 石原　裕久

【35年連続出席】
　　伊　　　丹 弓場　勝友
　　甲　子　園 中嶋　邦明
　　西 宮 夙 川 丸岡　稔洋　　柴田　整宏　　山本　正二
　　神　戸　東 山野　　　　　　
　　神 戸 西 神 西藤　隆弘　　吉川　孝郎
　　加　古　川 中田　美晴
　　北　　　条 佐々木信行

　　西　　　脇 井村　正身
　　洲　　　本 石濱　義民
　　姫　　　路 田隅　泰三　　山本　清輝
　　豊　　　岡 北村　博司

【30年連続出席】
　　伊丹昆陽池 常岡　　豊
　　甲　子　園 隔山　泰三
　　神　戸　東 石橋　恒生　　神田　孝平
　　高 砂 青 松 志方　正昭
　　小 野 加 東 小西　龍機
　　北　　　条 是常　克博　　西村　栄俊
　　西　　　脇 中田　善大
　　姫　路　南 坂元　宣之　　杉山　正幸

【25年連続出席】
　　尼　　　崎 河村　　隆
　　西　　　宮 北山　哲三
　　芦　屋　川 中村　昌良
　　篠　　　山 藤本　善一　　堀　　成志
　　柏　　　原 田中　　潔
　　神　　　戸 上谷　佳宏
　　神　戸　東 三原　孝公
　　神 戸 垂 水 永田　哲也
　　神 戸 西 神 河合　敏三
　　高　　　砂 尾上　喜秀
　　北　　　条 神田　　孝
　　西　　　脇 生田　　悟　　齋藤太紀雄　　髙瀬　英夫
　　姫　　　路 空地　顕一
　　姫　路　南 岡田　兼明
　　姫　路　東 福永　博之　　常村　武史
　　赤　　　穂 山本　辰一
　　龍　　　野 森崎　嘉章
　　香　　　住 奥谷　和美
　　豊岡円山川 藤本　鉄郎

【20年連続出席】
　　川　　　西 加藤　仁哉
　　篠　　　山 小嶋　一郎
　　神　　　戸 新　　尚一　　奈良山貴士
　　神　戸　東 福原　敏晃　　吉田　建美
　　神 戸 須 磨 光斎　信治　　益子　和久
　　高　　　砂 伊地知正治
　　高 砂 青 松 佐野　栄作
　　北　　　条 小谷　正博
　　赤　　　穂 杉山　匡行
　　相　　　生 阿賀　慶彦
　　龍　　　野 冨田　哲雅
　　豊　　　岡 田中　　洋

ロータリー在籍 （対象期間：2021年1月1日～2022年12月31日）

表　彰〔2021-22年度〕

（対象期間：2020年７月１日～2021年６月30日）



29

参加者

■ご来賓

　　兵庫県知事  齋藤　元彦

　　伊丹市長  藤原　保幸

　　ロータリー財団管理委員
　　元RI理事  三木　　明・千春　　姫路

　　

■地区内参加者

　•ガバナー、パストガバナー、直前ガバナー、ガバナーエレクト、ガバナーノミニー

　　ガバナーご夫妻  吉岡　博忠・喜久子　伊丹

　　パストガバナー  神木　　董 　加古川

　　パストガバナー  松岡　通夫 　神戸

　　パストガバナー  田中　　毅 　尼崎西

　　パストガバナー  中嶋　邦明 　甲子園

　　パストガバナー  安平　和彦 　姫路

　　パストガバナー  橋本　一豊 　神戸須磨

　　パストガバナー  石井　良昌 　尼崎西

　　パストガバナー  加藤　隆久 　神戸

　　パストガバナー  宮本　　一 　芦屋

　　パストガバナー  中村　尚義 　洲本

　　パストガバナー  柴田　整宏 　西宮夙川

　　パストガバナー  石丸鐵太郎 　神戸南

　　パストガバナー  大室　　　 　宝塚武庫川

　　パストガバナー  滝澤　功治 　神戸須磨

　　パストガバナー  丸尾　研一 　神戸西神

　　パストガバナー  室津　義定 　尼崎中

　　パストガバナー  瀧川　好庸 　神戸西

　　パストガバナー  矢野　宗司 　加古川中央

　　パストガバナー  浅木　幸雄 　神戸

　　直前ガバナー  髙瀬　英夫 　西脇

　　ガバナーエレクト  阪上　栄樹 　宝塚中

　　ガバナーノミニー  安行　英文 　三田

　•ガバナー補佐

　　尼崎グループガバナー補佐 佐野　幸司 尼崎北

　　阪神第１グループガバナー補佐 徳永順一郎 川西

　　阪神第２グループガバナー補佐 森村　安史 西宮

　　阪神第３グループガバナー補佐 模　　泰吉 宝塚武庫川

　　神戸第１グループガバナー補佐 新玉　正男 神戸南

　　神戸第２グループガバナー補佐 矢坂　誠徳 神戸西

　　東播第１グループガバナー補佐 佐々木志朗 明石東

　　東播第２グループガバナー補佐 松尾　邦光 加古川中央

　　東播第３グループガバナー補佐 藤本　武彦 西脇

　　淡路グループガバナー補佐 瀧口　　洋 淡路三原

　　西播第１グループガバナー補佐 松井　正光 姫路中央

　　西播第２グループガバナー補佐 大岩　敏彦 上郡佐用

　　但馬グループガバナー補佐 粟藏　富雄 豊岡

　•地区内71クラブ　会員の皆様

　•特別参加者

　　プロバスクラブ  会員の皆様

　　インターアクトクラブ

　　ローターアクトクラブ

　　RYLA学友会

　　青少年交換長期派遣候補生

　　青少年交換学友会

　　ロータリー財団兵庫学友会

　　米山記念奨学生

　　米山奨学生学友会（兵庫）

（2021.2.15現在　敬称略）
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参加者

■ご来賓

　　兵庫県知事  齋藤　元彦

　　伊丹市長  藤原　保幸

　　ロータリー財団管理委員
　　元RI理事  三木　　明・千春　　姫路

　　

■地区内参加者

　•ガバナー、パストガバナー、直前ガバナー、ガバナーエレクト、ガバナーノミニー

　　ガバナーご夫妻  吉岡　博忠・喜久子　伊丹

　　パストガバナー  神木　　董 　加古川

　　パストガバナー  松岡　通夫 　神戸

　　パストガバナー  田中　　毅 　尼崎西

　　パストガバナー  中嶋　邦明 　甲子園

　　パストガバナー  安平　和彦 　姫路

　　パストガバナー  橋本　一豊 　神戸須磨

　　パストガバナー  石井　良昌 　尼崎西

　　パストガバナー  加藤　隆久 　神戸

　　パストガバナー  宮本　　一 　芦屋

　　パストガバナー  中村　尚義 　洲本

　　パストガバナー  柴田　整宏 　西宮夙川

　　パストガバナー  石丸鐵太郎 　神戸南

　　パストガバナー  大室　　　 　宝塚武庫川

　　パストガバナー  滝澤　功治 　神戸須磨

　　パストガバナー  丸尾　研一 　神戸西神

　　パストガバナー  室津　義定 　尼崎中

　　パストガバナー  瀧川　好庸 　神戸西

　　パストガバナー  矢野　宗司 　加古川中央

　　パストガバナー  浅木　幸雄 　神戸

　　直前ガバナー  髙瀬　英夫 　西脇

　　ガバナーエレクト  阪上　栄樹 　宝塚中

　　ガバナーノミニー  安行　英文 　三田

　•ガバナー補佐

　　尼崎グループガバナー補佐 佐野　幸司 尼崎北

　　阪神第１グループガバナー補佐 徳永順一郎 川西

　　阪神第２グループガバナー補佐 森村　安史 西宮

　　阪神第３グループガバナー補佐 模　　泰吉 宝塚武庫川

　　神戸第１グループガバナー補佐 新玉　正男 神戸南

　　神戸第２グループガバナー補佐 矢坂　誠徳 神戸西

　　東播第１グループガバナー補佐 佐々木志朗 明石東

　　東播第２グループガバナー補佐 松尾　邦光 加古川中央

　　東播第３グループガバナー補佐 藤本　武彦 西脇

　　淡路グループガバナー補佐 瀧口　　洋 淡路三原

　　西播第１グループガバナー補佐 松井　正光 姫路中央

　　西播第２グループガバナー補佐 大岩　敏彦 上郡佐用

　　但馬グループガバナー補佐 粟藏　富雄 豊岡

　•地区内71クラブ　会員の皆様

　•特別参加者

　　プロバスクラブ  会員の皆様

　　インターアクトクラブ

　　ローターアクトクラブ

　　RYLA学友会

　　青少年交換長期派遣候補生

　　青少年交換学友会

　　ロータリー財団兵庫学友会

　　米山記念奨学生

　　米山奨学生学友会（兵庫）

（2021.2.15現在　敬称略）
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　　委 員 長　 松本　輝明
　　副委員長　 前田　隆則
　　委　　員　 京井　一貴

　　委 員 長　 中島　勝美
　　副委員長　 冨田　　茂
　　委　　員　 桝井　俊司
　　　　　　　 滝内　秀昭
　　　　　　　 村上　正人

　　委 員 長　 中島　勝美
　　副委員長　 冨田　　茂
　　委　　員　 武内　利
　　　　　　　 中山　行夫
　　　　　　　 村上　正人

　　委 員 長　 田中　賢一
　　副委員長　 佐藤　実路
　　委　　員　 京井　一貴
　　　　　　　 滝内　秀昭

　　委 員 長　 杉本　啓次
　　副委員長　 岩井　秀樹
　　委　　員　 佐藤　実路
　　　　　　　 前田　隆則
　　　　　　　 桝井　俊司

　　委 員 長　 船本　　洋
　　副委員長　 福武　哲夫
　　委　　員　 三谷　誠二

　　委 員 長　 大森　英夫
　　副委員長　 竹中　秀夫

　　委 員 長　 池信　秀明
　　副委員長　 村上　正人

池信　秀明　 村上　正人
　　

岩井　秀樹　 中山　行夫
船本　　洋　 下村　典生
宗像　　毅

桝井　俊司　 岩井　秀樹
滝内　秀昭　 下村　典生

審良　和哉　 佐藤　栄一
山村　幸生　 福田　充男

村上　　功　 審良　和哉
大森　英夫　 竹中　秀夫

福田　充男　 山地　秀俊

大会特別委員会

会長・幹事会

ロータリー研修セミナー

ロータリーファミリーの集い

本会議並びに大会プログラム委員会

広報・記録誌委員会

救　護

会　計

ガバナー
吉岡　博忠

代表幹事
白井　良夫

会　長
杉本　啓次

幹　事
岩井　秀樹

アドバイザー
大森　英夫
大野　正迪
竹中　秀夫
弓場　勝友

大会実行委員長
中島　勝美

大会副実行委員長
冨田　　茂

大会登録委員会
委 員 長　前田　隆則

総合案内
滝内　秀昭
前田　隆則
山村　幸生

受付（COVID-19対応)
上野　貴志
池信　秀明

COVID-19対策委員会
大森　英夫

大会実行委員会組織
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　　委 員 長　 松本　輝明
　　副委員長　 前田　隆則
　　委　　員　 京井　一貴

　　委 員 長　 中島　勝美
　　副委員長　 冨田　　茂
　　委　　員　 桝井　俊司
　　　　　　　 滝内　秀昭
　　　　　　　 村上　正人

　　委 員 長　 中島　勝美
　　副委員長　 冨田　　茂
　　委　　員　 武内　利
　　　　　　　 中山　行夫
　　　　　　　 村上　正人

　　委 員 長　 田中　賢一
　　副委員長　 佐藤　実路
　　委　　員　 京井　一貴
　　　　　　　 滝内　秀昭

　　委 員 長　 杉本　啓次
　　副委員長　 岩井　秀樹
　　委　　員　 佐藤　実路
　　　　　　　 前田　隆則
　　　　　　　 桝井　俊司

　　委 員 長　 船本　　洋
　　副委員長　 福武　哲夫
　　委　　員　 三谷　誠二

　　委 員 長　 大森　英夫
　　副委員長　 竹中　秀夫

　　委 員 長　 池信　秀明
　　副委員長　 村上　正人

池信　秀明　 村上　正人
　　

岩井　秀樹　 中山　行夫
船本　　洋　 下村　典生
宗像　　毅

桝井　俊司　 岩井　秀樹
滝内　秀昭　 下村　典生

審良　和哉　 佐藤　栄一
山村　幸生　 福田　充男

村上　　功　 審良　和哉
大森　英夫　 竹中　秀夫

福田　充男　 山地　秀俊

大会特別委員会

会長・幹事会

ロータリー研修セミナー

ロータリーファミリーの集い

本会議並びに大会プログラム委員会

広報・記録誌委員会

救　護

会　計

ガバナー
吉岡　博忠

代表幹事
白井　良夫

会　長
杉本　啓次

幹　事
岩井　秀樹

アドバイザー
大森　英夫
大野　正迪
竹中　秀夫
弓場　勝友

大会実行委員長
中島　勝美

大会副実行委員長
冨田　　茂

大会登録委員会
委 員 長　前田　隆則

総合案内
滝内　秀昭
前田　隆則
山村　幸生

受付（COVID-19対応)
上野　貴志
池信　秀明

COVID-19対策委員会
大森　英夫

大会実行委員会組織
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大会役員
　　ガバナー 吉岡　博忠　　伊丹
　　代表幹事 白井　良夫　　伊丹
　　大会実行委員長 中島　勝美　　伊丹
　　大会実行副委員長 冨田　　茂　　伊丹
　　大会実行副委員長 桝井　俊司　　伊丹
　　大会実行副委員長 中山　行夫　　伊丹
　　大会実行副委員長 岩井　秀樹　　伊丹

大会登録委員会
　　委員長 前田　隆則　　伊丹

大会信任状委員会
　　委員長 髙瀬　英夫　　西脇
　　委　員 佐野　幸司　　尼崎北
　　委　員 徳永順一郎　　川西
　　委　員 森村　安史　　西宮
　　委　員 模　　泰吉　　宝塚武庫川
　　委　員 新玉　正男　　神戸南
　　委　員 矢坂　誠徳　　神戸西

大会決議委員会
　　委員長 浅木　幸雄　　神戸
　　委　員 佐々木志朗　　明石東
　　委　員 松尾　邦光　　加古川中央
　　委　員 藤本　武彦　　西脇
　　委　員 瀧口　　洋　　淡路三原
　　委　員 松井　正光　　姫路中央
　　委　員 大岩　敏彦　　上郡佐用
　　委　員 粟藏　富雄　　豊岡

地区資金委員会
　　委員長 池信　秀明　　伊丹
　　委　員 蘆田　裕三　　西脇
　　委　員 細川　洋一　　宝塚中

ガバナー指名委員会
　　委員長 室津　義定　　尼崎中
　　委　員 瀧川　好庸　　神戸西
　　委　員 矢野　宗司　　加古川中央
　　委　員 浅木　幸雄　　神戸
　　委　員 髙瀬　英夫　　西脇

クラブ名 氏　名 享年

尼　崎　北

川　　　西

西　　　宮

芦　　　屋

芦　屋　川

西宮恵美寿

神　戸　東

神　戸　西

神 戸 西 神

明　石　北

加古川中央

三　　　木

三木みどり

北　　　条

淡 路 三 原

姫　路　東

龍　　　野

豊　　　岡

和　田　山

中馬　　勇

高原　春植

難波　　仁

岡本　英三

大橋　太郎

中野　重幸

石原　　守

谷水　清司

鶴井　孝文

飯島　　健

大庫　俊介

稲田　三郎

戸田　和英

神田　哲茂

秦　　孝一

有末　正敏

村越　紀一

三木　政司

竹中　博司

河島　邦洋

95

68

92

91

81

72

60

89

74

81

74

69

67

75

89

83

81

66

76

79

ありし日のお姿を偲び

謹んで心から哀悼の意を表します

（敬称略・グループ順・名誉会員を含む　2021.1.1～12.31）（敬称略）

大会役員・大会特別委員会 物故会員
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大会役員
　　ガバナー 吉岡　博忠　　伊丹
　　代表幹事 白井　良夫　　伊丹
　　大会実行委員長 中島　勝美　　伊丹
　　大会実行副委員長 冨田　　茂　　伊丹
　　大会実行副委員長 桝井　俊司　　伊丹
　　大会実行副委員長 中山　行夫　　伊丹
　　大会実行副委員長 岩井　秀樹　　伊丹

大会登録委員会
　　委員長 前田　隆則　　伊丹

大会信任状委員会
　　委員長 髙瀬　英夫　　西脇
　　委　員 佐野　幸司　　尼崎北
　　委　員 徳永順一郎　　川西
　　委　員 森村　安史　　西宮
　　委　員 模　　泰吉　　宝塚武庫川
　　委　員 新玉　正男　　神戸南
　　委　員 矢坂　誠徳　　神戸西

大会決議委員会
　　委員長 浅木　幸雄　　神戸
　　委　員 佐々木志朗　　明石東
　　委　員 松尾　邦光　　加古川中央
　　委　員 藤本　武彦　　西脇
　　委　員 瀧口　　洋　　淡路三原
　　委　員 松井　正光　　姫路中央
　　委　員 大岩　敏彦　　上郡佐用
　　委　員 粟藏　富雄　　豊岡

地区資金委員会
　　委員長 池信　秀明　　伊丹
　　委　員 蘆田　裕三　　西脇
　　委　員 細川　洋一　　宝塚中

ガバナー指名委員会
　　委員長 室津　義定　　尼崎中
　　委　員 瀧川　好庸　　神戸西
　　委　員 矢野　宗司　　加古川中央
　　委　員 浅木　幸雄　　神戸
　　委　員 髙瀬　英夫　　西脇

クラブ名 氏　名 享年

尼　崎　北

川　　　西

西　　　宮

芦　　　屋

芦　屋　川

西宮恵美寿

神　戸　東

神　戸　西

神 戸 西 神

明　石　北

加古川中央

三　　　木

三木みどり

北　　　条

淡 路 三 原

姫　路　東

龍　　　野

豊　　　岡

和　田　山

中馬　　勇

高原　春植

難波　　仁

岡本　英三

大橋　太郎

中野　重幸

石原　　守

谷水　清司

鶴井　孝文

飯島　　健

大庫　俊介

稲田　三郎

戸田　和英

神田　哲茂

秦　　孝一

有末　正敏

村越　紀一

三木　政司

竹中　博司

河島　邦洋
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ありし日のお姿を偲び

謹んで心から哀悼の意を表します

（敬称略・グループ順・名誉会員を含む　2021.1.1～12.31）（敬称略）

大会役員・大会特別委員会 物故会員
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お知らせ・お願い

☆今年度の地区大会はCOVID-19感染症拡大防止対策として、
全行事をオンライン配信とさせていただきます。ただし、
登壇者の皆様につきましては、当日、会場からオンラインで
発信していただきますのでご了承の程お願いいたします。

☆当日会場にお越しいただく会員の皆様へ
　（COVID-19感染防止対策のお願いとご注意）
　本日まで、COVID-19の正確な情報収集に努め、政府および

関係諸機関等の発表を踏まえ、状況に応じて判断を行って
まいりました。開催にあたりましては、感染拡大防止に最新
の注意を払い、対応に最善を尽くします。

　当日会場にお越しになる登壇者の皆様、地区大会実行委員
会等の会員の皆様におかれましても、「ワクチン・検査パッ
ケージ制度」を遵守いただき、通常の感染症拡大防止対策
同様に、手洗いやマスクの着用、うがい、また三密を避ける
ため一定の距離を取ってのご着席等、感染防止策へのご理解
とご協力をいただきますようお願いいたします。

☆ クローク
南館１Fのクロークをご利用下さい。

☆ 禁煙
RI細則2.050.の規定に基づいて、大会会場は禁煙とさせて
いただきますので、ご協力をお願い申し上げます。

☆ 宿泊
宿泊される方は、直接フロントでチェックイン（15：00以降）、
チェックアウト（12：00まで）、各自ご精算をお願いいたし
ます。

☆ 救護
ご気分のすぐれない方は、ご遠慮なく各受付までお申し出
下さい。

☆ 緊急連絡先（大会本部）
神戸ポートピアホテル　　TEL 078-302-1111（代）



36

MEMO



37

MEMO



38

国際ロータリー第2680地区
2021-22年度地区大会

出席カード
（3月5日）

ご芳名

国際ロータリー第2680地区　代表幹事

白井　良夫

所属クラブ

職業分類

国際ロータリー第2680地区
2021-22年度地区大会

出席カード
（3月6日）

ご芳名

国際ロータリー第2680地区　代表幹事

白井　良夫

所属クラブ

職業分類
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【 ホストクラブ 】

伊丹ロータリークラブ

【 コ・ホストクラブ 】

川西ロータリークラブ
伊丹有明ロータリークラブ

川西猪名川ロータリークラブ
伊丹昆陽池ロータリークラブ

西宮イブニングロータリークラブ

2021-22年度
国際ロータリー第2680地区

地区大会

日時：2022年３月５日土・６日日
場所：神戸ポートピアホテルにて
大会特別委員会：会場開催
会長・幹 事会：オンラインミーティング
ロータリー研修セミナー：オンラインミーティング
ロータリーファミリーの集い：オンラインミーティング
本　　会　　議：YouTube配信　

国際ロータリー第2680地区
2021-22年度 地区大会事務局


