★卓話

テーマ
卓話者

「退任挨拶」
川口栄計会長
福田 忠幹事

★引継ぎ式
川口会長から西原会長エレクトへ木槌が、
福田幹事から中川静夫次期幹事へ事務局の
鍵が引き継
がれまし
た。
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（国際ロータリー会長 シェカール・メータ ）
２０２１-２０２２年度 国際ロータリーのテーマ
「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」

大阪難波ロータリークラブ週報

（第2660地区ガバナー

本日入会された長田博文会員

６月２４日(木)ＰＭ７：３０より、河原センタービル４階会議場において、大阪難波
ローターアクトクラブの記念すべき第１回例会が開催されました。昨年１１月の
「ローターアクトのことを知っていただく懇親会」から約7ヶ月、今日を迎えることが
出来ましたのは、皆様のご支援、ご協力によるものと深く感謝いたしております。
林雄大会長からはクラブターゲットとして「カラを破れ!!」が発表され、チャーター
メンバー１５名で第一歩を踏み出しました。
文責：福田 忠

今日の卓話

次回の卓話

吉川秀隆 ）

ロータリー４つのテスト
言行はこれに照らしてから

７月１日（木）

７月８日（木）

休会の為、ありません

休会の為、ありません

１．真実かどうか
２．みんなに公平か
３．好意と友情を深めるか
４．みんなのためになるかどうか

臨時理事会議事録(2021.6.28）
1. 望月英成会員の退会が承認された。

♪ 奉 仕 の 理 想
奉仕の理想に集いし友よ
御国に捧げん我等の業
望むは世界の久遠の平和
めぐる歯車いや輝きて
永遠に栄えよ 我等のロータリー
ロータリー

７月１日（木）は例会の予定でしたが
大阪府にまん延防止等重点措置が
発令されたため
本日は休会といたします。

ニ コ ニ コ 箱 報 告

新旧合同クラブ協議会議事録
吉﨑ガバナー補佐と、大谷ガバナー補佐エレクトをお迎えして開催されました。各委員長からの活
動報告があり、その後吉﨑ガバナー補佐、大谷ガバナー補佐エレクト、伴井ガバナー補佐ノミニー
から感想、質問、アドバイスをいただきました。大変有意義なクラブ協議会となりました。

前 回 の 合 計

￥４６５，０００

本日までの累計

￥２，５２１，５００(63%達成)

６月末の予算額

￥４，０００，０００

出

7月

会員誕生日

おめでとうございます

前回
会

池側一司会員 7月 9日
徐 正萊会員 7月24日

これからの予定
7月 8日（木）例会中止
7月22日（木・祝）休会
8月 5日（木）例会・定例理事会

米澤
鉃﨑

勉会員
薫会員

7月21日
7月24日

7月15日（木）例会
7月29日（木）例会・臨時総会

員

席 報

６月２４日
総

告
３週前 ６月３日(休会)

数 ６ １ 名
出席免除を除く

出 席 会 員 数 ３ ６ 名 ＭＵを含む
修正出席率%
出
席
率 ６ ６ ％

大阪難波ロータリークラブ
例会日時 毎週木曜日 １２：３０
創立 １９７６年８月５日
例会場
スイスホテル南海大阪7階 芙蓉の間
会長：西原芳博
幹事：中川静夫
会報・雑誌委員長：赤坂 宏
事務局：安部亜希子
事務局 〒542-0076 大阪市中央区難波5-1-60 スイスホテル南海大阪５階
TEL 06-6632-3956
FAX 06-6632-3957
e-mail osaka-namba@poem.ocn.ne.jp

前回の記録

第２８回例会

★来客紹介：中川博之友好委員
吉﨑広江様
大谷隆英様
林 雄大様

吉﨑広江様

大谷隆英様

林 雄大様

★会長報告：川口会長
1.大阪難波ロータリークラブ会員の皆様、こんにち
は。大変ご無沙汰しておりました。久しぶりに
会員の皆様の元気なお姿を見て嬉しく思いま
す。現在、大阪府下に於きましては「まん延防
止等重点措置」期間ではありますが、最終例会
と言う事もあり、万全の対策の下、例会開催を
福田幹事と決し、ご案内申し上げましたとこ
ろ、かくも多くの会員の皆様にご出席頂き、厚
く御礼申し上げます。また本日、順延しており
ました「クラブ協議会」を例会終了後、並びに
「第1回大阪難波ローターアクト記念例会」を午
後7時30分より開催することとしております。出
席やゲストとしてのご参加に関しては会員各自
の判断にお任せいたします。
2.地区より吉﨑ガバナー補佐、大谷ガバナー補佐エ
レクト、ようこそお越しいただきました。「ク
ラブ協議会」何卒、宜しくお願いします。また
大阪難波ローターアクトクラブより、初代会
長、林 雄大さん、ようこそお越しいただきまし
た。お時間の許す限りゆっくりとお過ごしくだ
さい。さらに本日より、入会されました長田博
文会員、後ほど入会式を行いたいと思います。
よろしくお願いします。
3.ところで令和2年7月の大分県日田市への避難所用
物資寄贈の社会奉仕活動に於きまして、例会時
に集めさせて頂いたご寄付に当クラブの社会奉
仕予算を上乗せし合計10万円として寄付させて
いただきましたところ、日田市、原田市長より
拝領書及びお礼の手紙を頂いております。本年4
月度に頂きました大阪難波ローターアクトクラ
ブの認証状とともに掲示いたしますのでご覧く
ださい。
4.さて本日の「ロータリアンの足跡」は、いよいよ
最終回でありますが、田島一雄、大阪南ロータ
リークラブ24代会長、ミノルタカメラ（現コニ
カミノルタ）創業者であります。氏は私ども大
阪難波ロータリークラブが発足した1976年のスポ
ンサークラブ大阪南ロータリークラブの会長で
あり、如何にも最後の「ロータリアンの足跡」
に相応しいと考え掲載いたしました。巻末に
（大阪南RCの歴史より）抜粋しております。
以下、読ませていただきますと「1976年、大阪南
RCがスポンサークラブとなり前年度より設立準

６月２４日（木）

備を進めていた大阪難波ロータリークラブの創
立総会が望月信成会員を特別代表に、加藤会員
を拡大補佐として8月5日行われた。これに先立
ち、当クラブから新クラブのキーメンバーとし
て移られることになった世戸、谷口、田村、村
生、國分の5君に対する歓送会も行い、今後の検
討を誓い合った。」とあります。これが私ども
「大阪難波ロータリークラブ」のルーツであり
ます。45周年はこの8月5日の創立総会に始まりま
した。ミノルタカメラは、その後コニカと合併し、
コニカミノルタとなり現在はソニー傘下にありま
す。これにて本日の会長報告を終わります。
★幹事報告：福田幹事
1.本日例会終了後、IM第４組 吉﨑ガバナー補佐、大
谷ガバナー補佐エレクトをお迎えし、新旧合同ク
ラブ協議会を開催致します。各委員長の方はご出
席よろしくお願いいたします。
2.川口会長、福田幹事ご推薦の長田博文氏の入会が
決定し、本日インフォメーションと入会式が行わ
れました。
3.来週７月１日と８日は休会となります。また、７
月１日（木）13:30よりZOOMにて定例理事会を行
います。事務局よりメールでZOOMのご案内を送ら
せていただきますので、次年度の理事役員の方は
ご出席ください。
4.次年度の活動計画をまだ提出しておられない委員
長の方は、７月１日までに事務局へご提出宜しく
お願い致します。
★委員会報告
◇RAC設立準備委員会：林委員長
大阪難波ローターアクトクラブ：林 雄大会長
大阪難波ローターアクトクラ
ブが、本日記念すべき第一回
例会を河原センタービル４Fに
て行います。どうぞ、ご支援の
程、宜しくお願い致します。
★ニコニコ箱報告：荒山副ＳＡＡ
川口栄計：いよいよ最終例会です。１年間会員の皆
様、理事役員の皆様、そして福田幹事、
ありがとうございました。
川口栄計：吉﨑ガバナー補佐、大谷ガバナー補佐エ
レクト、ようこそお越しいただきまし
た。本日、クラブ協議会よろしくお願い
します。
福田 忠：本日より長田博文様がご入会されまし
た。ご入会おめでとうございます！一緒
に魅力あるロータリーライフを大いに楽
しみましょう。
福田 忠：コロナ禍で様々なことがあったこの一年
間、会員の皆様と事務局安部さんの多大
なご支援のお陰で、何とか幹事の重責を
務めることが出来ました。改めて心より

感謝申し上げます。一年間、本当にあり
がとうございました。
福田 忠：地区IM第4組ガバナー補佐の吉﨑広江
様、ガバナー補佐エレクトの大谷隆英
様、本日はようこそおいで下さいまし
た。クラブ協議会、宜しくお願い致しま
す。
谷口 勉：コロナ騒動の中、川口会長、福田幹事と
共に、よく頑張られたことに感謝してい
ます。
北橋茂登志：川口会長の会長の時間のスピーチ楽し
みにしていましたのに、残念な一年でし
た。
大地庸元：おかげさまで、長年勤めた社長を卒業し
て、会長にならせて頂きました。感謝で
す。
大地庸元：川口会長、福田幹事、気苦労の多い一年
でしたね。本当にご苦労様でした。
北田好文：川口会長、福田幹事、コロナ禍でのクラ
ブ運営、本当にご苦労様でした。又、川
口会長のロータリアンの足跡と三島会員
の自己紹介メッセージ素晴らしかった。
理事役員の方、ご苦労様でした。
千田忠司：クラブ会報・雑誌の三島委員長、コロナ
禍でも頑張ってクラブ週報「世代を紡
ぐ」毎週楽しく読ませて頂きました。感
謝。
荻原 奨：川口会長、福田幹事、大変な一年ご苦労
様でした。
伴井敬司：川口会長、福田幹事をはじめ理事役員の
皆様コロナ禍の一年でしたが、ご苦労様
でした。ありがとうございました。
菰田吉見：川口会長、福田幹事、理事役員の皆様、
コロナ禍で大変なご苦労をされたと思い
ます。一年間お疲れ様でした。
西野文秀：川口会長、福田幹事、役員の皆様、大変
な一年でしたがご苦労様でした。
石川益三：大阪難波ローターアクトクラブの第一回
記念例会が本日開催されることになりま
した。初代会長林雄大さん、幹事貫井一
磨さん、会計南洸太郎さんら15名のメン
バーで発足します。大阪難波ロータリー
の念願がかなったことを感謝します。
石川益三：由紀子の誕生日に美しいお花が届きまし
た。有難うございました。今日は二人で
河南町に行って畑の３つの畝からきゅう
りとトマトと大葉を収穫しました。
石川益三：新型コロナにより緊急事態宣言の発令下
にも、川口会長、福田幹事を始め多くの
難波ロータリーメンバーが色々な奉仕活
動を行いました。素晴らしい仲間に感謝
です。
岡西豊博：川口会長、福田幹事、役員の皆様、限ら
れた日常生活の中で、役職を課され誠に
お疲れ様でした。
西原芳博：川口会長、福田幹事一年間お疲れ様でし
た。コロナ禍で大変な中、感謝申し上げ
ます。次期も難波の火を絶やさぬように
精進いたします。

徐 正萊：川口会長、福田幹事、お疲れ様でした！
林 博之：皆様、お久しぶりです。本日第一回大阪
難波ローターアクトクラブ例会を開催い
たします。今後もご協力よろしくお願い
いたします。
中川静夫：川口会長、福田幹事、理事役員の皆様、
一年間お疲れ様でした。無事に過ごせた
ことで何よりです。
立花英司：会長、幹事、理事役員の皆様、一年間お
疲れ様でした。
松田禎胤：川口会長、福田幹事、激動の一年、苦渋
の決断の連続だったと思います。一年間
お疲れ様でした。
森田 納：川口会長、福田幹事、理事役員の皆様、
一年間お疲れ様でした。
森 圭司：会長、幹事、理事役員の皆様、一年間あ
りがとうございました。
清水一人：会長、幹事、理事役員の皆様、一年間お
世話になりました。
上杉竜太郎：会長、幹事、理事役員の皆様、一年間
お世話になりました。会員の皆様一年間
有難うございました。
右田竹郎：コロナ禍、皆様ご無沙汰しております。
三島敏宏：川口会長、福田幹事、2020-21年度本当
にお疲れ様でした。会員の皆様におかれ
ましてもご多忙の中、世代を紡ぐインタ
ビューにご協力頂きまして心より感謝い
たします。
早栗義文：川口会長、福田幹事、今期コロナ禍の
中、お疲れ様でした。
本間一成：ご無事で何よりでした。
中川博之：川口会長、福田幹事2020-21年度本当に
お疲れ様でした。コロナで色々と本当に
大変だったと思いますが、状況に応じて
色々と企画して下さり、充実したロータ
リー活動を送らせて頂きました。又、コ
ロナが落ち着いたら打ち上げしましょ
う！！一年間ありがとうございまし
た！！来期はRACの方もよろしくお願い
します！！
荒山義雄：本社移転、自祝。
荒山義雄：川口会長、福田幹事、理事役員の皆様、
一年間お疲れ様でした。皆様一年間あり
がとうございました。
岡本真一郎：会長、幹事、お疲れ様。
宮本倫明：久しぶりの例会開催を祝い。
川井宗次：皆様と久しぶりの再開、嬉しく思いま
す。コロナの終息の目途が立たないです
がコロナに十分お気を付け下さい。
長田博文：本日から入会となりました。宜しくお願
いします。大阪難波ＲＣ一員として、頑
張りたいと思います。
友好委員会：友好ゴルフコンペより。
事務局安部亜希子：川口会長、福田幹事、一年間あ
りがとうございました。会長幹事から色
んなことを学ばせて頂きました。そし
て、全ての会員の皆様に感謝申し上げま
す。

会長就任のご挨拶

会長 西原芳博
2021-2022 年度 大阪難波ＲＣの会長を仰せつかりました西原でございます。
ＲＣに入会して 13 年半経ち、会長という名誉ある立場につかせて頂き、身が引き
締まると同時に、心と体がついて行くか少々不安ではありますが、私なりにクラブの
お役に立てるよう、皆様と目線を合わせてかかわり合い、奉仕と親睦を遂行して参り
ます。又、他クラブや 2660 地区、ＲＩの情報につきましても、いち早く発信して参
りたく考えております。
さて、今年度は、昨年に引き続き、コロナ禍での活動を余儀なくされております。
今日現在では全ての行事が不確定要素の多い中、社会情勢に沿って、臨機応変に対応
すべく、会長経験者の先輩、ベテラン会員の方々、我々と同年代の中堅の人たち、そ
してどんどん新しい血を流してもらえる若手ロータリアンの皆様、会員全員の意見に
耳を傾け、クラブの見据える方針、道筋を出来るだけ多くの会員様に理解してもらえ
るようクラブ奉仕に努めて参ります。
コロナの完全終息が見えたとは、まだ言い難い今日、出来る事はなんなのか、広報
活動の充実、コロナ生活で広がる貧富格差問題への取り組み、コロナ前におきたが為
にやや薄れていきそうな地震等の被災地への奉仕、今こうしている間にもすぐにでも
必要とされる人がいる血液を 1 人でも多くの人に捧げれるかもしれない献血活動、こ
んな時代にだからといって閉ざされてはならない若者の未来、それを後押しする為の
青少年奉仕、地域社会に溶け込む奉仕団体としての役割など、挙げればきりがない問
題が私たちのまわりには溢れかえっています。これら全てを遂行するのはもちろん無
理がありますが、会員全員がこれらのことを頭の片隅に置けるよう、中川幹事はじめ、
理事役員の方々と方向性を記し、会員皆様と奉仕と親睦に取り組む 1 年にしていきた
く存じます。
さらに今年は大阪難波ＲＣにとって、ローターアクトクラブを提唱し、活動が始ま
るいわばＲＡＣ元年でございます。立ち上げは前年度、川口直前会長の元、6 月 24 日
に第一回例会を開催しました。実働としては今期がＲＡＣのスタートの年となって来
ようと思います。
ＲＡＣ会員が何をしたらいいのか、そのヒントとなる道しるべを我々が示し、とも
に歩んでいけるような居心地の良いフィールドや空間を提供し、その土壌を耕してい
ければと考えております。難波の新しい取り組みに会員全員が携わって頂き、日本社
会の将来の宝物である彼らを大阪難波ＲＣで育ててあげるという温かい気持ちで手
を差し伸べて頂けますよう、お願い申し上げます。
そして、2021-2022 年度シェカール・メータＲＩ会長から示された目標は
・会員数を増やしてロータリーの参加者基盤を広げる
・世界に奉仕してより大きなインパクトをもたらす
以上の 2 点です。
会員を増やし、クラブが成長する事でインパクトのある奉仕につながります。では、

当クラブにとってのインパクトをもたらす奉仕とは何でしょうか？現在進行形の奉
仕もたくさんあります。我々はそれらの活動の規模や内容もさることながら、会員
個々がいかに思いを持ってより多くの活動に参加し、地域に社会に貢献できるかを考
えて奉仕活動を遂行すべきであり、それがより大きなインパクトをもたらす奉仕への
近道になると信じております。
ひいては我々も奉仕を通じて親睦を深め、又、ロータリアンとして成長し、大阪難
波ＲＣが魅力あるクラブへと導かれていくと考えております。
若干 51 歳で会長を仰せつかることとなりましたが、幸いにしてたくさんの会員の
方と仲良く 13 年間過ごさせて頂きましたので、相談できる先輩、友人がこのクラブ
には数多くいます。信頼のおける皆様と共にさらに友好を深めながら歩んで行く 1 年
にしたく存じます。引き受けた限りは後悔のない 1 年間に出来ますよう精進して参り
ますので、どうかお付き合い頂けます事をお願い申し上げまして、会長就任の挨拶と
させて頂きます。

幹事就任のご挨拶

幹事

中川 静夫

この度 2021～2022 年度幹事を仰せつかることになりました中川静夫です。2012
年に入会させていただき 9 年が経ちましたがロータリーを語るにはまだまだであり、
皆様についていくだけの 9 年間だったように思います。しかしながら今年度は大阪難
波ロータリークラブの名に恥じないよう活動し、皆様に少しでも役立つように、西原
会長とともにクラブに奉仕したいと思っております。
昨今はコロナの影響で、会員の皆様を始め、家族や会社に対しても何かと不自由で、
苦しみ等もいかほどであろうか想像もつきません。また、ロータリーの活動も一昨年
度より例会の休会や、行事の中止などがあり、ままならない状態が続いており、通常
の活動がいつから開始できるのか皆様も不安や不満、また、楽しみにしている方も多
いと思われます。今期も西原会長と社会情勢を鑑みながら、皆様の健康を第一にして、
できることから進めていきたいと思います。
前年度にローターアクトを立ち上げてもらったので、それを継承しつつ、若い力で
新しい取り組みにもチャレンジしていきたいし、地域の子供たちに「しまルーム」や
「子供の居場所連絡会」を通じて、子ども食堂の手伝いや奉仕活動もしたいと思って
おります。
今後もコロナの影響でどのようになって行くか分かりませんが、万全の態勢ででき
る限りの活動を進めていく所存であります。
どうぞ皆様方、ご指導とご支援を賜りながら、積極的なご参加をお願いいたしまし
て、挨拶とさせていただきます。

