
 
ＷＥＥＫＬＹ ＢＵＬＬＥＴＩＮ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪難波ロータリークラブ週報 

今 日 の 卓 話 

 

８月１９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 

 

８月２６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 ） 

 

 

８月１９日（木）は例会の予定でしたが 

大阪府に緊急事態宣言が 

発令されたため 

本日は休会といたします。 

 ２０２１．８．１９  臨時報 №６ 

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) 

８月末の予算額    ￥６６０，０００ 

出 席 報 告 

前回 ８月５日(休会)  ３週前 ７月８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 

8月26日（木）例会中止           

8月27日（金）IM４組会長懇談会 

8月28日（土）クラブ青少年奉仕合同委員長会議 

8月28日（土）公共イメージクラブビジョンセミナー 

9月 2日（木）例会・定例理事会 

9月 4日（土）地区ロータリー財団セミナー 

9月 4日（土）クラブ米山奨学委員長研修会 

9月 9日（木）例会 

  ♪ 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  

８月 会員夫人誕生日 おめでとうございます 

   8月  9日 岡西豊博会員夫人 美幸様   8月20日 神田眞晃会員夫人 悦子様 

   8月20日 川上次郎会員夫人 菜々子様  8月20日 日髙雅哉会員夫人 圭美様   

   8月23日 伊藤 仁会員夫人 けい子様    8月24日 松浦孝尚会員夫人 敦子様 

  ８月 結婚記念日 おめでとうございます 
           8月14日  西野文秀会員ご夫妻 



★来客紹介：ありません。 

 

★会長報告：西原会長 

1.華やいだオリンピックが開幕し、コロナ禍

におかれた環境を改めて実感し、お盆を過

ごされた会員の方も多いかと思われます。 

 先々週も申し上げましたが、８月５日が大

阪難波ＲＣ創立４５周年を迎えましたが、

昨年４５周年を前に段元会員が惜しまれつ

つこの世を去りました。チャーターメン

バーの望月元会員も諸事情で残念ながら退

会されました。また、澤井名誉会員から先

日お手紙が届き、名誉会員辞退の申し入れ

がありました。現在８７歳というお年から

も、ご自身の事で精一杯の為、寂しさを感

じつつやむを得なく決断されたようです。

谷口元会長にもご相談させて頂き、８月の

理事会をもって受領させていただきまし

た。 

 澤井名誉会員、望月元会員、段元会員の目

に昨今の当クラブがどのように映っていた

かは、うかがい知れませんが、何十年もこ

のクラブに情熱を注がれた方たちが後にこ

こに居た証を誇りに思っていただけるよう

なクラブ運営をすることが、我々残された

会員たちの義務だと感じております。前

期、川口直前会長が「世代を紡ぐ」という

事を目標とされ、コロナ禍でもベテラン、

中堅、若手がかかわりあえる様、創意工夫

を繰り返されましたが、今こそ、４５周年

を起点として５０周年に向けて、皆で足並

みを揃えて走りだせる大阪難波ＲＣであり

たいものです。 

2.さて、６月２４日に第１回例会を開催した

大阪難波ＲＡＣも第２回７月８日（木）が

延期となり、７月２９日（木）に第２回例

会が開催されました。林会員の息子さん林

雄大会長を筆頭に、少しずつですが彼らが

今できる事を探しながら、我々もサポート

すべく、福田青少年奉仕委員長、中川博之

会員を中心に始動しだしています。クラブ

での親睦行事で友情を育み、又、それを糧

に一人ではできない奉仕活動を仲間たちと

行い、奉仕の喜びを感じるのがロータリー

クラブの醍醐味でございます。ＲＡＣ活動

の支援は、仲間と奉仕の喜びを感じれる絶

好の機会でもあります。当クラブの例会が

再開しましたら、ＲＡＣの例会にも参加し

て頂きまして、我々が一から作り上げる新

たな活動に楽しみを得て頂けますことを、

お願い致します。 

 ＲＡＣ例会は基本、月２回第２週、第４週

の木曜日、難波の河原センタービルにて 

１９：３０～開催しておりますのでお気軽

にＲＡＣ委員会の福田委員長はじめ、委員

会の西野会員、石川会員、川口会員、林会

員、森田会員、清水会員、中川博之会員、

西原、中川静夫幹事などにお声がけ下さ

い。 

 

★幹事報告：中川静夫幹事 

1.9月2日13:30～定例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下

さい。 

 

★委員会報告 

◇クラブ会報・雑誌委員会：赤坂委員長 

「ロータリーの友８月号のご紹介」 

横P.5  [RI会長メッセージ (RI指定記事)] 

 8月は会員増強・新クラブ結成推進特別月間

です。特別月間に寄せるシェカール・メータ

RI会長からのメッセージです。メータ会長は

20年以上にわたり120万人前後で推移する世界

の会員数を130万人にするというビジョンを掲 

げ、「Each One,Bring One:皆が一人を入会さ

せよう」というスローガンのもと、若い世

代、特に女性に入会を働きかけることを呼び

かけています。また、新会員への心配り等、

会員維持も増強と同様に重要であること、ハ

イブリッド例会等の柔軟なクラブ運営、女性

の活用、ロータリアン一人一人が親善大使と 

してロータリーを外部に発信してゆくことが

会員増強につながることを強調しています。 

 

横P.7～19  [会員増強・新クラブ結成月間特

集：ロータリー衛星クラブ] 

新クラブ結成のための一つのステップが衛生

クラブです。2013年に新ロータリークラブ結

成に必要な会員数に満たない場合のオプショ

ンとして導入されました。全国23衛星クラブ

にアンケートを行い、設立の経緯、活動の内

容等を紹介しています。2660地区には「大阪

南なみはや」「大阪中央ミレニアルズ」「東

大阪東フューチャー」の3つの衛星クラブがあ

りますが、3クラブからの回答内容、会員から

のメッセージも随所に紹介されています。

ロータリーを発展させる一つの形として参考

になります。 

 

横P.20～25 [日本のロータリー100周年を祝

う会] 

日本最初の東京ロータリークラブが設立さ

れ、昨年10月で100週年を迎えました。コロナ

のため延期された記念式典が5月25日にオンラ

インで開催され、日本のロータリー100周年を

祝う会委員長 千玄室氏（京都RC）の基調講演 

「果たしてロータリーとは？過去・現在・未

来」の内容が紹介されています。 

「Vocational（天職）」「Service（奉仕）」

「Dedication（献身）」に代表されるロータ

リー精神は仏教の教えである「無財の七施」

に通じるものであり、決して変えてはならな

いものである。その上に立ってロータリーは

時代に即して変革してゆかねばならないとの

メッセージに心を打たれます。 

 

横P.26～29 [2021年バーチャル国際大会] 

コロナのため中止となった台北国際大会に代

わり、バーチャル国際大会が6月12～16日にエ

バンストンのRI本部を開催地として開催され

ました。その概要が紹介されています。P27に

はジョン・ヒューコ事務総長によるRIの「一

年の軌跡」が紹介され、RI活動の概要が一目

でわかります。 

 

横P.59 [ヒューストン国際大会 ：宇宙に向

かって（RI指定記事）] 

今年度のロータリー国際大会は2022年6月4～8

日にアメリカテキサス州ヒューストンで開催

されます。今月は宇宙開発の町「ヒュースト

ン」の紹介です。 

[これまで以上の会員や支援が集まれば、世界

でこれまで以上によいことができる（RI指定

記事）] 

ロータリー財団管理委員長 ジョン ジャーム

氏からのメッセージです。ロータリーの会員

がロータリー財団への支援を少し増やすだけ

で信じられないほどの成果を上げることが出

来ます。各クラブでロータリー財団活動への

参加を是非話し合って欲しいとの内容です。 

 

縦P4～8    [渋沢 栄一の精神を受け継ぐ] 

昨年9月28日に開催された2570地区（埼玉県）

地区職業奉仕委員会・公共イメージ向上委員

会合同セミナーでのサラヤ（株）取締役社

長、更家悠介氏（大阪RC）の講演の要旨で

す。NHK大河ドラマで渋沢栄一の生涯を描く

「青天を衝け」を放映中ですが、パリ万博に

参加した渋沢栄一は近代的な国、社会の仕組

み、企業の役割を学び、それらは、日本の資

本主義の父と呼ばれる彼の思想に大きな影響

を与えました。「論語と算盤」に代表される

彼の経営哲学を引継ぎ自らも実践し、新たな

経営課題としてSDGsへの取り組みを掲げ、

ロータリーの職業奉仕に繋がる、道徳を尊ぶ

企業経営を目指す更家氏の熱い思いが語られ

ています。 

 

★ニコニコ箱報告：ありません。 

★卓話：ありません。   

 

 

 

 

 

 

 

 

定例理事会議事録 
1.昨年度リニューアルしたFacebookページ、公式ホームページについての紹介、大阪難
波ローターアクトクラブの活動をロータリーボイスに掲載していただいた事の紹介な
どが、中川博之広報ホームページ委員会より報告された。 

2.7月の静岡県熱海市の土砂災害被災地への支援について、地区より支援依頼があり、当
クラブより義捐金４万円を寄付する事とし、締切があるため先に送金し、例会開催時
に募金を募る事が承認された。 

3.三姉妹合同例会について、来年４月８日（金）～４月１０日（日）の日程で開催する
か否かの結論を１０月に台中西南ロータリークラブと釜山西北ロータリークラブへ案
内する事が承認された。 

4.澤井 稔名誉会員より、名誉会員辞退の申し入れがあり承認された。 
5.上杉竜太郎会員が９月２日付けで退会することが承認された。また、社会奉仕委員長
の後任に三島敏宏会員が就任する事が承認された。 

6.今後の例会の開催時期及び開催時の方法等の意見を、アンケートと照らし合わせての
討論を行った。 

８月の理事会はZOOMにて開催いたしました 


