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大阪難波ロータリークラブ週報 

今 日 の 卓 話 

 

７月１５日（木） 

 

休会の為、ありません 

ロータリー４つのテスト 次 回 の 卓 話 

 

７月２９日（木） 

 

休会の為、ありません 

 
言行はこれに照らしてから 

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 

 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 

（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」 

（第2660地区ガバナー 吉川秀隆 ） 

 

 

７月１５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。 

 ２０２１．７．１５  臨時報 №３ 

ニ コ ニ コ 箱 報 告 

前 回 の 合 計           ￥０（休会） 

本日までの累計          ￥０(0％達成) 

７月末の予算額    ￥３３０，０００ 

出 席 報 告 

前回 ７月８日(休会)  ３週前 6月17日(休会) 

会 員 総 数 ５ ８ 名 
出席免除を除く      

ＭＵを含む  

修正出席率 

出 席 会 員 数 名 

出 席 率 ％ 

これからの予定 

7月22日（木・祝）休会    

7月29日（木）例会中止 

8月 5日（木）例会中止・定例理事会（ZOOM）      

8月12日（木）休会 

8月19日（木）例会中止 

  ７月 結婚記念日 おめでとうございます 
 

     7月 5日 米澤 勉会員ご夫妻   7月 7日 荒山義雄会員ご夫妻 

     7月 8日 松浦孝尚会員ご夫妻 

  ♪ それでこそロータリー 

 どこで会っても やあと言おうよ  

見つけた時にゃ おいと呼ぼうよ  

遠い時には 手を振り合おうよ  

それでこそ ローロー ロータリー  

池側一司会員 
私は、１９５８年７月９日（昭和３３年）生まれ、
今年で６３歳になります。３１歳の時に、独立
開業して３２年となりました。 
６０歳になるまでは、仕事にも積極的で体力に
も自信がありましたが、６０歳を過ぎたころから
暑さ、寒さに体がついていけなくなってきまし
た。しかしながら今すぐ引退とも言えず、あと７
年、７０歳までは頑張っていきたいと考えてお
ります。 
また、難波RCに入会させていただきまして、 
２年がたちますが、何のお役にもたっておりま
せん。年ですしコロナ禍の事もあり、できること
からお手伝いさせていただきたいと考えており
ますので、皆様今後ともよろしくお願いいたし
ます。 

徐 正萊会員 
ロータリーに入会して12回目の誕生日を迎
えました！自分は単純に歳を積み重ねて
行くだけですが、ロータリーはずいぶん変
わりましたね。 
30代の方から80代の方まで幅広く在籍さ
れローターアクトも設立して元気一杯で
す！自分もまだまだ、元気にロータリー活
動頑張ります。 

鉃﨑 薫会員 
当月誕生日に付き 
皆様方、今日は。コロナ禍で例会は、大半休
会でメンバーの方々にお会い出来ない事が寂
しい限りです。 
七月からロータリー新年度に入りましたが、又
しても休会との事で、残念な思いで有ります。 
私、当月七月二十四日で満七十四歳と成りま
す。年を重ねて参りますと、気力・欲が減退し
て行きます（個人差が有ります）が、其れを振
切り、元気に活動して行きたく思います。 
宜しくお願いします。 

2021 

7月お誕生日の会員の皆さんから

メッセージをいただきました。 

米澤 勉会員 
7月21日に44歳になります。 
ロータリーには夏元会長のご推薦で入会させ
ていただきまして、あっという間に8年経ちまし
た。楽しい思い出ばかりです。最近は例会や
行事が中止になったりで寂しい限りです。自粛
期間中、お酒を飲まなくなりました。身の回り
のものも整理しました。捨てたりメルカリで売っ
たりして断捨離をしました。先日、小学校から
の友人の結婚式で島根県に行きました。結婚
式当日かなりの豪雨で周辺の町は避難レベ
ル5になりましたが、運が良かったのか私たち
がいた場所だけは特に何も被害はありません
でした。久しぶりに友人と話をして笑いました。
ロータリーが復活したら、また以前のように、
皆様と仲良くして頂けたら、嬉しく思います。 



★来客紹介：ありません。 

 

★会長報告：西原会長 

1.梅雨明けを間近に控え、コロナ禍ではある

もののオリンピックシーズン到来で、少し

気持ちが高ぶる頃々、会員皆様いかがお過

ごしでしょうか。                       

先週７月９日(金)に「まん延防止等重点措

置」の延長で８月１９日(木)までの例会中

止のご案内を致しました。理事役員の執行

部の方々と何度となく話し合い、様々な考

えがあり、我々も右往左往しましたが、最

終的には７月1日(木)第一回例会中止の時の

方針をスライドし、当クラブとしてのある

べき姿を熟考した上で、今回の判断に至り

ました事をご理解いただけますと幸いで

す。 

  例会開催がままならない現在ではあります

が、私なりに情報発信をして参りますの

で、どうぞ耳を傾けて頂けますようお願い

致します。 

2.８月はRIが会員増強・拡大月間と名打って

おります。前年度、発案され承認されまし

た、大阪難波ロータリークラブ クラブビ

ジョン３つのうちの１つが「創立５０周年

に向けて、ロータリークラブ・ローターア

クトクラブを含めた会員数１００名を目指

します。」とあります。当クラブの１００

人というのもRACの大幅増員も見込んでのも

のですが、大阪難波ＲＣとしても本年度、

２名以上の増員を目標としております。 

 又、2021-22年度シェカール・メータRI会長

も目標のひとつに「会員数を増やしてロー

タリーの参加者基盤を広げる」とあり、そ

のための2022年7月1日までに会員数を１３

０万人に増やすことを具体的に掲げておら

れます。 

 又、2660地区の地区ビジョンを支える地区

中期５ヶ年目標(2017-18～2021-22）の一番

目にクラブサポートの強化とあり、具体的

には年令、男女構成比等の中期計画をもと

に会員維持、会員増強・クラブ拡大を支援

するとしています。これは、地区としても

会員増強がロータリークラブとして急務で

あり、逆に言えば中長期的に会員数拡大な

くしてロータリークラブの成長が難しいと

判断しているからだと思います。クラブ構

成は年代、職業、男女別などにおいても

ロータリーの基本的な価値観を認識してい

るという条件の元、多様な会員を受け入れ

る柔軟性が求められております。これは、

ロータリーの中核的価値観として唱われて

いる「奉仕」「親睦」「高潔性」」「リー

ダーシップﾟ」「多様性」といった所からも

職業的倫理上、「高潔性」を持ち続ける会

員であれば「多様性」をもって幅広く入会

してもらい、入会後に「奉仕」と「親睦」

を実践してもらい、「リーダーシップ」の

取れるロータリアンに成長するというサイ

クルを表しているひとつだと理解しており

ます。 

 私自身に置き換えて考えましても、まだま

だロータリアンとしては未熟ものではあり

ますが、当時３７歳でこのような団体とは

全く縁がなかった駆け出しの経営者であっ

た私を多様性をもって何とか入会させてい

ただきました。正直、入会当時はそこまで

の職業人としての「高潔性」を持ち合わせ

ていたかは疑問ですが、会員の方々と「奉

仕」と「親睦」を重ね、少しはそういった

「高潔性」への責任感も芽生えた様に思い

ます。 

 当クラブの入会候補者の方々には、そのよ

うな事を実感できる喜びや、ひとりでは決

して出来ない奉仕の達成感を体験し、自己

研鑽できる場として、我らの大阪難波ロー

タリークラブをアピールし、会員増強につ

なげていきたく考えておりますので、皆様

の御協力、御願い申し上げます。 

 

★幹事報告：中川静夫幹事 

1.今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、ご提出宜しくお願い致し

ます。 

2.まん延防止等重点措置が延長となりました

ので、７月１５日～８月１９日の例会は中

止とさせていただきます。 

3.週報のファイルを送らせていただきます。

ご活用ください。 

 

★委員会報告：ありません。 

   

★ニコニコ箱報告：ありません。 

 

★卓話：ありません。   

 

RI会長からのメッセージ 

 

シェカール・メータ 
2021-22年度会長 

 

 

2021年7月 

 

皆さまとご家族に謹んで新ロータリー年度の

お祝いを申し上げます。この1年間を「もっと

成長し、もっと行動する」1年にすることで、

ともに人生で最良の年にしましょう。変革者

の年にするのです。まずは会員増強から。 

 

だからこそ、「Each One, Bring One」（みん

なが一人を入会させよう）が非常に大きな意

味を持ちます。今年度は、ロータリーが皆さ

まの地域社会に、そして世界中に影響を広げ

られるような新しい方法を創出しましょう。

各会員がひとり新しい会員をロータリーに紹

介すれば、会員数は2022年7月までに130万人

に達します。今すぐ始めましょう。 

 

ロータリーの仲間が増えたら、私たちはロー

タリーとしてどんな変化が引き起こせること

でしょうか。他者のために尽くす人が増え、

みんなの人生を豊かにするために奉仕する人

が増えるのです。もっと成長し、もっと行動

することでどれほどの変化がもたらせるか、

想像してみてください。会員数が増えれば、

これまで以上に大規模で野心的な奉仕プロ

ジェクトに取り組むことも可能になります。

それに、一人ひとりがこれまで通り、地域社

会のニーズに応えて自分のやり方で奉仕活動

を続けることもできます。 

 

ロータリーの素晴らしいところは、世界中で

人によって奉仕の意味が違うところなので

す。とはいえ、私たちみんなの奉仕活動に組

みこむことのできるテーマがあります。女児

のエンパワメントです。残念ながら、この時

代においても女児は世界中で女児であるがゆ

えに困難を抱えています。ジェンダー平等を

牽引していく力がロータリーにはあります。

教育、医療、雇用における女児の地位向上、

そしてあらゆる職業における平等をもたらす

ための女児のエンパワメントは、これから立

案するあらゆるロータリープロジェクトに組

みこまれるべきです。女児は未来のリーダー

ですから、彼女たちが自分の未来を形作るの

を後押しなければなりません。 

 

授けられた最大の贈り物は 

誰かの人生に触れる力 

 

変える力、違いをもたらす力 

めぐりゆく命の中で 

 

手を、心を、魂を 

差し伸べるなら  

 

魔法が起こる 

歯車が回りだす... 

 

ともに歯車を回そう 

全人類の繁栄のために 

 

私たちには力と魔法がある 

奉仕しよう   

みんなの人生を豊かにするために。 

 

今、世界は苦難の時に直面しています。新型

コロナウイルス対策における皆さまの活躍に

は目を見張るものがあります。ロータリアン

にとって、克服できない難題というものはあ

りません。難題が大きければ大きいほど、

ロータリアンは燃えるのです。ポリオ根絶な

どの不可能に思われた難題にロータリーが取

りくんだときに起こることを考えてみてくだ

さい。きれいな水や衛生を改善することで、

何百人もの人びとの暮らしをよくしてきた事

実に思いを馳せてください。平和など実現不

可能に思われた地域で、ロータリーが毎年平

和を推進していることを思い出してくださ

い。ロータリーの基本的教育と識字率向上プ

ログラムには国家を根幹から支える効果があ

ります。 

 

今年度は、そういった国家規模の効果と影響

があるプロジェクトやプログラムに、今まで

以上に力を入れていきましょう。今年は、み

んなの人生を豊かにしていこうではありませ

んか。 

 

 


