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大阪難波ロータリークラブ週報 

今 日 の 卓 話 

 

９月９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 

 

９月１６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 ） 

 

 

９月９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。 

  ２０２１．９．９  臨時報 №９ 

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) 

９月末の予算額    ￥９９０，０００ 

出 席 報 告 

前回 ９月２日(休会)  ３週前 ８月５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 

  9月16日（木）例会中止 

        クラブ協議会中止 ZOOMでの懇談会

  9月23日（木・祝）休会 

  9月30日（木）例会中止 

10月 7日（木）例会（ガバナー公式訪問）・定例理事会 

10月14日（木）例会 

 ♪ Ｒ-Ｏ-Ｔ-Ａ-Ｒ-Ｙ  

Ｒ‐Ｏ‐Ｔ‐ˇＡ‐Ｒ‐Ｙ，That ｓｐｅｌｌｓ Ｒｏｔａｒｙ． 

ＲＯＴˇＡＲＹ ｉｓ ｋｎｏｗｎ ｏｎ ｌａｎｄ ａｎｄ ｓｅａˇ． 

Ｆｒｏｍ Ｎｏｒｔｈ ｔｏ Ｓｏｕｔｈˇ， 

Ｆｒｏｍ Ｅａｓｔ ｔｏ Ｗｅｓｔˇ， 

Ｈｅ ｐｒｏｆｉｔｓ  ｍｏｓｔ ˇｗｈｏ ｓｅｒｖｅｓ ｔｈｅ ｂｅｓｔ； 

Ｒ‐Ｏ‐Ｔ‐ˇＡ‐Ｒ‐Ｙˇ，ｔｈａｔ ｓｐｅｌｌｓ Ｒｏｔａｒｙ． 

９月 会員夫人誕生日 おめでとうございます 

  9月  9日 黒川友二会員夫人 和美様   9月10日 遠藤友一郎会員夫人 睦子様 

  9月23日 白野陽一会員夫人 弘美様 

         

９月度定例理事会議事録 

1.道頓堀リバーフェスティバルについて、11月13日(土)、14日(日)に開催され、エン

ドポリオの募金活動と、大阪府社会福祉協議会のバザーの支援を大阪難波ＲＡＣメ

ンバーと共に活動予定であり、詳細は9月7日(火)の打ち合わせ会に出席し確認する

ことが報告された。 

2.コロナ禍での友好行事について、友好ゴルフコンペを10月20日(水)開催予定してい

ることが報告された。クリスマス家族会は12月9日(木)予定し、会長幹事慰労会、

新入会員歓迎会は社会情勢を見ながら考えていく事が報告された。（緊急事態宣言

中は延期または中止とする） 

3.大阪難波ローターアクトクラブの現況について、７月に地区内ＲＡＣが合同で献血

活動に参加。10月24日(日)のセレッソ大阪の試合会場にて、ＡＥＤの使用方法等を

伝授していただく予定。また、道頓堀リバーフェスティバルにも参加し応援する予

定。また、秋のＲＹＬＡへの参加者を検討していることが報告された。 

4.三姉妹合同例会について、10月頃に姉妹クラブと意見交換後、ホストクラブとして

何が出来るかを検討する。 

5.9月16日(木）開催のクラブ協議会は中止とし、大谷ガバナー補佐、伴井ガバナー補

佐エレクト、会長、幹事、会長エレクトの５名で対面またはZOOMで懇談会を行うこ

とが承認された。 

6.10月7日（木）のガバナー公式訪問について、ZOOM併用での対応も可能とのこと

で、状況を見て検討することが承認された。 

7.7月、8月、9月の例会が中止となっているため、年会費の一部返金を検討している

ことが報告された。 

8.地区より予定されていた当クラブへのＲＡＣ助成金が出ない事となり、再度予算案

を変更することが承認された。 



★来客紹介：ありません。 

 

★会長報告：西原会長 

1.今年度が始まり、早や２ヶ月余りが経とう

としていますが、緊急事態宣言が９月末ま

で延長となり、またしても例会開始が先送

りとなりました。しかしながら、ワクチン

接種が人口の約半分に達し、陽性者数も減

少傾向が見受けられ、１０月１週目には、

なんとか例会再開が出来る事と信じており

ます。 

2.さて、先日、第３回目(９月)の理事会をリ

モートで行いました。ウィズコロナでの奉

仕活動について主に話し合いました。例年

１０月に行われている道頓堀リバーフェス

ティバルについては、１１月１３日、１４

日開催が決定しました。ここ数年、協賛

し、ブースを借りてのエンドポリオの募金

や身障者の方が作られた物品のバザー支援

などが定着してきています。役職は基本、

単年度のロータリークラブではあります

が、有意義な奉仕活動、とりわけこのよう

な地域にも密着した奉仕については、でき

るだけ多くの会員の方に参加して頂き、ク

ラブとしても浸透していくのが理想的だと

考えます。土日の開催ですが、一人でも多

くのご参加をお待ちしております。 

 また、ＲＡＣの活動についても報告されま

した。８月９月は私ども同様、例会が中止

となりましたが、１０月にはセレッソ大阪

とのコラボで心肺蘇生を行なうＡＥＤ（自

動体外式除細動器）の使用方法を試合会場

である長居陸上競技場（ヨドコウ桜スタジ

アム）にてブースを設け、観客の方に伝え

るという試みを行う予定です。こちらにつ

きましても、皆様には参加要請をさせて頂

くこともあろうかと思いますので、ご協力

をお願い致します。 

 さらに、三姉妹合同例会については、海外

との往来が困難という事もあり、ホストで

ある我がクラブの前段も行えない状況下、

ビデオレターを送るなど、今できる事を考

えていく所存です。 

 友好行事についても１０月２０日にはゴル

フコンペを行ないます。クリスマス家族会

はお子様の参加が見込めないため、形を変

えた会員のみの催しを何かできればとも考

えております。１０月の再開に向け準備を

進め奉仕と親睦を軌道に乗せて参りたく、

皆様の御協力の程、お願い申し上げます。 

 

★幹事報告：中川静夫幹事 

1.９月度定例理事会でクラブ協議会の開催に

ついて話し合われ、議事録に書いておりま

す通り、９月１６日予定しておりましたク

ラブ協議会は中止とし、会長、幹事、会長

エレクトの３名が、大谷ガバナー補佐と伴

井ガバナー補佐エレクトとZOOMで懇談会を

させていただきます。 

 

★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９月号のご紹介」 

横P.5 [RI会長メッセージ：親愛なるチェンジ

メーカーの皆さん(RI指定記事)] 

9月は基本的教育と識字率向上特別月間です。

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。 

日本では基本的教育と識字率向上と言われて

もピンときませんが、今、全世界の成人人口

の14％（7億6200万人）は読み書きが出来ずそ

の3分の2が女性です。教育によりこれらの

人々に力を授けることは、ロータリーが掲げ

る目標の中でも最も果敢なものです。どうす

れば識字率向上により人々の暮らしを豊かに

する奉仕が出来るのか、我々も是非考えてみ

たいものです。 

読み書きの習得は、貧困を脱出するための第

一歩です。「一人の子供、一人の教師、一冊

の本、一本のペン、それで世界を変えること

が出来る」ノーベル平和賞を受賞したマラ

ラ・ユスフザイさんの言葉が胸に響きます。 

 

横P.7～13  [基本的教育と識字率向上月間特

集：リテラシーがもたらすもの] 

識 字 率 向 上 を 英 語 で は「リ テ ラ シ ー ：

Literacy」と言い、もともとは、書かれた言

葉を正しく読み書きできる力を意味する言葉

でしたが、最近は「コンピューターリテラ

シー」や「金融リテラシー」のように、文章

に限らずマークや記号も含めて専門分野の知

識を正確に理解する力を意味する言葉として

使われています。 

東京八王子RCでは「子供のリテラシーを高め

る鍵は基本的教育」との考え方のもと、絵本

を通してSDGs（国連の掲げる持続可能な17の

開発目標）を幼稚園児に教える活動を展開し

ています。リテラシー、それは知らない場

所、時代、世界に連れて行ってくれる魔法の

道具・・。 

リテラシーの意味、重要性を考えます。 

東京オリンピック2020で注目されたピクトグ

ラム（絵文字）。ピクトグラムの理解もリテ

ラシー向上の一つです。外見ではわからない

体の内部に障害のある人がつけるヘルプマー

クの普及に取り組む岡山南RCの活動の紹介を

通してリテラシーの向上と皆に優しい社会づ

くりを考えます。 

 

横P.14～22 [ロータリーの友月間特集] 

今月は「ロータリーの友月間」でもありま

す。P14～16には「友誌を嗜（たしな）む」

と題した、地域、職業、ロータリー歴の異な

る4人のロータリアンのオンライン座談会が

掲載されています。ロータリーの友の活用の

仕方、コロナ禍の下での求心力としてのロー

タリーの友の重要性等が語られています。 

P20～21には「ロータリー雑誌の仲間たち」

と題して、RＩが認可する世界各地のロータ

リー機関紙33誌が紹介されています。最大発

行部数は米国の50万部、2位はインド・バン

グラディッシュ・ネパール・スリランカの12

万1970部、3位は日本の9万1600部です。因み

に一番少ないのはウクライナ・ベラルーシの

1000部です。 

 

横P.45 [ヒューストン国際大会 ：文化の都

ヒューストン（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「文化の都ヒュースト

ン」の紹介です。 

 

縦P21～28 [ロータリーアットワーク] 

全国各クラブの活動を写真と記事で紹介する

コーナーです。21ページに我らが大阪難波

ロータリークラブの「養護老人ホームに木製

ガーデンベンチ寄贈」が掲載されています。 

 

この他にも興味深い記事が多々掲載されてい

ます。是非ご活用ください。 

 

★ニコニコ箱報告：ありません。 

★卓話：ありません。   

 

 

 

  

ロータリーの友９月号に 

掲載されました。 


