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7月 入会記念日 おめでとうございます
7月3日
7月4日

原田直己会員
岡本真一郎会員

平成20年（再）
令和元年

7月4日
7月6日

池側一司会員
神田眞晃会員
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令和元年
平成18年

７月１８日(日)大阪府内5カ所において、地区内RACが合同で献血活動(会員による献血や、街
頭での呼びかけなどの啓発活動)を行いました。
第2660地区ローターアクトでは過去約30年間にわたり、毎年７月と２月にこの活動を継続的に
行っており、RAC活動への理解や支援、認知度向上に繋がっております。今年のホストクラブ
であります、大阪西RAC様により活動のご準備を頂き、私たち大阪難波RACは、難波バス停横
（高島屋前）でのお手伝いをいたしました。大阪難波RACにとっては設立後初めての奉仕活動
で、メガホン・プラカードを持っての街頭での声かけなど、会員みんながミーティングルーム
とはまた違った姿を公開して、親睦も深まったように思います。
献血者の最終結果は、5ヶ所全体で採血289名(受付341名)となりました。
次回の地区献血は２月にございますので、ロータリアンの方もご協力の程、よろしくお願いい
たします。
※なお、ロータリーボイス(RIのブログ)とRI公式Twitterに大阪難波RACの活動が掲載されており
ます。ぜひご一読いただきますようお願い申し上げます。
文責：福田 忠

（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

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２９日（木）

８月５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

♪

四つのテスト

真実かどうか

７月２９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。

みんなに公平か
好意と友情を深めるか
みんなのためになるかどうか
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
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７月１５日(休会)

員

総

告
３週前 ６月２４日

数 ５ ８ 名
出席免除を除く

出 席 会 員 数

これからの予定
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
8月26日（木）例会

出

席

率

名 ＭＵを含む
修正出席率66.66％
％

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

★来客紹介：ありません。
★会長報告：西原会長
会員の皆様、この度は「コロナに対するアン
ケート」に御協力賜りまして、感謝申し上げま
す。返信数の多さからも会員の皆様の関心、
ロータリーへの思い入れを改めて実感した次第
です。
様々な意見があり、何が正解というものもなく
例会開催を希望する方からお りを受けたり、
希望しない方から強い要望を頂いたりと、会長
幹事、理事、役員で頭を悩ます日々が続いてお
ります。
今年度の開始にあたり、第一回例会を中止する
時にもその旨を、会長幹事を含めた執行部の考
えを、皆様に次の通りFAXにて通知させて頂きま
した。「当クラブは大阪難波の中心で、御商売
や活動をされている方が多数おられ、その心中
を察しますと、又、ロータリークラブとして行
政の方針に一定程度は従うことを含め、本意と
はいいがたいのですが、苦渋の決断で中止させ
て頂きます。例会再開を心待ちにされていた会
員様も多く、大変悲痛な思いではありますが、
出来るだけ多くの会員の方と共に足並みを揃え
て2021-2022年度の始動をするには、例会再開
後、可能な限り会員の方に例会にご参加頂くこ
とが現時点での最善策と判断した次第でござい
ます。」
当時から状況はさらに悪化し、例会再開への道
しるべを求め、又、皆様のお考え、お知恵を拝
借したく今回のアンケートを依頼致しました。
皆様全てのご希望に沿う事は不可能ですが、当
クラブのあるべき方向性を示し、このような文
章ではありますが、出来る限り皆様にご理解い
ただけるようクラブの考え、情報を発信して参
ります。
コロナ禍で例会再開を望む会員様、これを望ま
ない会員様、いずれの考えをお持ちの方々で
あっても、全会員がコロナがおさまり、皆が顔
を合わすことを望んでいる事に疑う余地などご
ざいません。
このアンケートの数の多さ、返信の速さ、反響
がその裏付けだと確信いたしました。
８月２６日(木)以降の再開も社会情勢を見つつ
の判断となりますが、いずれの決断になりまし
ても、会員全員が見据える方向性は同じだと信
じ、ロータリー活動を進めて参ります。何卒宜
しくお願い致します。

【コロナに対するアンケート結果】
①ワクチンを接種しましたか？
（ ２５ ）２回接種した
（
５ ）１回接種した
（
６ ）していない
②ワクチン接種をする予定はありますか？
いつですか？
１回目（
月
日）
２回目（
月
日）
未定 （
５
）
③８月２３日以降、まん延防止等重点措置が延長
となった場合の例会は開催を希望しますか？
（ １１ ）希望する
（ １８ ）希望しない
（
３ ）理事会に一任します
（
４ ）無回答・どちらでもよい
④ハイブリッドでの例会開催の場合、ズームでの
参加は可能ですか？
（ ２４ ）可能
（ １２ ）不可能

ご意見を記入して頂いた所から一部抜粋してご紹
介致します。主に③に対してのご意見でした。
「例会再開を希望する」に対するご意見
（Ａ会員）まん防下でも飲食４人までＯＫ、プロ
野球、イベント等の開催でも1000人以下ＯＫと感
染対策を取っていればＯＫです。今の状態であれ
ば会長、幹事、理事会の議論していることが会員
にわかりません。まん防期間だから例会無しはわ
かりません。
（Ｂ会員）例会でメンバーに会うのが楽しみで
す。
（Ｃ会員）ホテルもソーシャルを保ってくれてい
るし、当面卓話なしなど、時短例会で良いかと思
います。
「例会開催を希望しない」に対するご意見
（Ｄ会員）ワクチン接種８０％以上完了まで休会
が望ましい。
（Ｅ会員）会社のルールで大人数イベント参加は
基本禁止。
（Ｆ会員）発病して10日間は自宅待機、また、濃
厚接触者はＰＣＲ検査を受けて陰性であっても最

終接触日より14日間自宅待機になるので、業務に
かなり支障が出るようになります。私はそれを防
ぐための対策を講じる立場にあるので、まん延防
止等重点措置、緊急事態宣言下においては会合に
参加することはできません。コロナに感染すれば
家族や会社に迷惑をかけることになります。ロー
タリーについては業界団体でもないので、客や従
業員等の理解がなかなか得られず、日頃から風当
たりが強いのも事実です。

２０２１年大阪府の「緊急事態宣言」「まん延防
止等重点措置に基づく要請」期間と大阪難波ロー
タリークラブ
《例会開催の対比表》

★幹事報告：中川静夫幹事
1.来週8月5日13:30よりZOOMでの理事会を開催さ
せていただきますので、理事役員の方はご出
席ください。
2.第19回ロータリー全国囲碁大会のご案内で
す。10月2日(土)10時より、東京市ヶ谷の日本
棋院本院で開催されます。申込をされる方は
幹事までお知らせ下さい。9月24日締め切りと
なっておりますが、コロナ等
の事情により、大会延期もお
含みおきくださいとの事で
す。
3.髙島屋様より安野光雅 追悼
「洛中洛外と京都御苑の花」
展、浅田真央サンクスツアー
展のご招待券を頂いておりま
す。必要な方は事務局までご
連絡をお願い致します。

4.2660地区より、地区ホームペー
ジ閲覧用パスワードのご連絡があ
りました。地区内の会員の皆様を
対象に情報を提供するページをご
覧頂く際に必要なパスワードが設
定されています。パスワードは、
臨時報と同封させていただきます
ので、ご活用ください。
★委員会報告
◇広報・ホームページ委員会：
中川博之委員長
別紙をご覧ください。
★ニコニコ箱報告：ありません。
★卓話：ありません。

ロータリーボイス
に掲載！

大阪難波ロータリークラブ
広報・ホームページ委員会

この度「ロータリーボイス」にて、大阪難波ローターアクトクラブ設
立の記事を掲載して頂きましたので報告させて頂きます。
福田大阪難波RAC委員長と打合せをさせて頂き、ロータリーボイスへ
プレスリリースを行い、2021年7月22日付け「コロナ禍の中で第一歩を踏み出
したローターアクトクラブ」という題名でブログ記事を発信して頂きました。
また、Rotary Internationalの公式Twitterからも情報発信して頂きました。
下記に、それぞれの掲載情報を送らせて頂きますのでご確認下さい。

ロータリーボイス
https://bit.ly/3j4PtCr

Rotary Internationalの公式Twitter
https://twitter.com/RotaryJapan/status/1419798450930081798

ロータリーボイス

検索

広報・ホームページ委員会では、ホームページ・Facebookページへの情報発
信と共に、ロータリー関連の各サイトにもプレスリリースを行い、一人でも多
くの方に当クラブの取り組みを知って頂けるように、尽力して参りますので、
撮影協力など引き続き、どうぞよろしくお願いします。

