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大阪難波ロータリークラブ週報 

今 日 の 卓 話 

１０月１４日（木） 
テーマ 
 「各委員会活動計画説明」 
卓話者   
クラブ奉仕、出席･プログラム、 
クラブ会報･雑誌、友好、広報ホー
ムページ、会員増強、SAAの各委
員長 

ロータリー４つのテスト 次 回 の 卓 話 

１０月２１日（木） 
テーマ 
 「各委員会活動計画説明」 
卓話者   
会員選考、職業分類、クラブ組織/ 
情報･規定、職業奉仕、社会奉仕、 
青少年奉仕･大阪難波RACの各委員長 

 
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 ） 

 ２０２１．１０．１４  №２１２０ 

ニ コ ニ コ 箱 報 告 

前 回 の 合 計    ￥２８５，０００ 

本日までの累計    ￥２８５，０００(21％達成) 

10月末の予算額  ￥１，３３０，０００ 

出 席 報 告 

前回 １０月７日 ３週前 ９月９日(休会) 

会 員 総 数 ５ ７ 名 
出席免除を除く      

ＭＵを含む  

修正出席率 

出 席 会 員 数 ４ １ 名 

出 席 率 ８ ０ ％ 

これからの予定 

10月20日（水）友好ゴルフコンペ 於：伏尾ゴルフ倶楽部 

10月21日（木）例会       

10月22日（金）IM第4組会長・幹事会（金輪会） 

10月23日（土）クラブ社会奉仕委員長会議 

10月23日（土）クラブ国際奉仕委員長会議       10月28日（木）例会       

11月 4日（木）例会・定例理事会・直前会長幹事慰労会 11月11日（木）例会 

第２回例会  本日のプログラム 

開 会 （点鐘） 通算第２１２０回例会 

・ロータリーソング 「ROTARY」 

・ソングリーダー  岡本真一郎会員 

・来客紹介     友好委員 

・ストレッチ 

 

会 食 

・歌とピアノ    木下裕子  

・会長報告     西原芳博会長 

・幹事報告     中川静夫幹事 

・委員会報告    各委員長 

・出席報告     出席委員 

・ニコニコ箱報告  ＳＡＡ 

・卓話    

 

閉 会 （点鐘） 

 ♪ 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． 

中期目標の3番目は「公共イメージと認知度の向上」で
す。地域に開かれたロータリー活動とはRIのいう「参加者
の基盤を広げ」「積極的な関わり」を促すことです。このた
めにはIT化の推進が必要です。皆さまには「マイロータ
リーの登録率80％、クラブセントラルの活用率90％」という
目標の達成をお願いします。 
そして女性会員の増強、RACをはじめとする若い未来の
ロータリアンとの連携強化をお願い致します。 
最後に、本年度の地区大会についてご案内します。今年
の地区大会は12月3日金曜日、大阪国際会議場にて1日
に集約して開催します。今年はコロナの影響もまだあると
思いますのでコンパクトに開催したいと思います。ワクチン
接種も進み、再び皆さまと一同に顔を合わることができる
ものと楽しみにしています。 
ロータリーの活動は、会員個人、そして各クラブこそが主
体です。RIはその連合組織であり、トップダウンの指示命
令をするものではありません。ロータリーの活動の主体は
各クラブであり、主役はロータリアンである皆さまです。皆

さまが主体的に活動できるよう、私もガバナーとしてともに
頑張っていく所存です。その結果、地域の人々が豊かな
人生を送り、美しく輝いていかれることを心より願っており
ます。 
 
   
 
 
 

１０月 会員誕生日 おめでとうございます 

10月 5日 数井康幸会員    10月11日 伊藤 仁会員     

10月11日 福田 忠会員    10月12日 坂本正樹会員 

10月17日 早栗義文会員    10月20日 岡本真一郎会員   

１０月度定例理事会議事録 
1.例会前のガバナーとの懇談会に、会長、幹事、林会長エレクト、松浦副会長、森田副会長が出席
し、ＲＡＣの補助金のことなどを詳しく話し合いを行いました。 

2.各友好行事について、会長幹事慰労会を11月4日不死王閣にて開催、新入会員歓迎会は11月18日ホ
テルモントレにて開催、クリスマス家族会は中止とし、会員のみのクリスマス忘年会をロイヤル
クラシック大阪にて行なう事が報告された。 

3.道頓堀リバーフェスティバルでの奉仕活動について、昨年同様にポリオ撲滅の為の募金活動と福
祉施設によるチャリティバザーを行ない、大阪難波ＲＡＣのメンバーにも参加していただく事が
承認された。 

4.大阪難波ＲＡＣの活動状況について、大阪難波ＲＣと同様に今年度はまだ例会を開催することが
できておらず、10月21日(木)が第１回目の例会になる予定。10月24日にセレッソ大阪でＡＥＤに関
する打ち合わせを予定している。 

5.申請していました地区補助金の承認がおり当クラブへ入金があった。子ども食堂を主催している
「子供の居場所連絡会」に新米と冷凍庫を11月に贈呈を予定していることが報告された。 

6.三姉妹合同例会について、本年度は当クラブがホストであるが、海外の姉妹クラブからお越しい
ただく事は中止とする事が承認された。 

川口直前会長、福田直前幹事に記念バッジが贈られました。また、

川口直前会長、福田直前幹事から西原会長、中川静夫幹事へ現会

長幹事のバッジが贈られました。 



★来客紹介：西原会長 
 
 第2660地区ガバナー 吉川 秀隆様 
 第2660地区常任幹事 小泉 祐助様 
 第2660地区幹事   田野瀬太樹様 
 
 
 
 
 

 
 
 

★会長報告：西原会長 
皆様、おひさしぶりでございます。御体調お変わり
ないでしょうか。 
３ヶ月遅れのスタートという事で、会員の方々がど
の程度出席されるか心配しておりましたが、４０名
を上回る出席数で、ホッとしております。１０月か
ら再スタートをきるわけですが、遅れを取り戻すべ
く、１０月、１１月と行事が目白押しです。どうぞ
ご協力よろしくお願い申し上げます。 
 
★幹事報告：中川静夫幹事 
1.本日例会終了後、定例理事会を開催致しますので

理事役員の方はご出席宜しくお願いいたします。 
2.本日メールボックスに、クラブ概要を入れさせて

頂いております。ご活用ください。 
3.友好委員会からですが、10/20友好ゴルフコンペを

開催させて頂きます。本日締切となりますので、
出欠のお返事を書面でご提出お願い致します。 

 
★委員会報告：ありません。 
 
★ニコニコ箱報告：荒山副SAA 
西原芳博：吉川ガバナー、ようこそお越しいただきま

した。 
西原芳博：3ヶ月お待たせいたしました。今日から再

出発です。１年間どうぞ宜しくお願い致し
ます。 

中川静夫：吉川ガバナー、本日はようこそ大阪難波RC
へ！本日は宜しくお願いいたします。会員
の皆様、例会が遅くなり申し訳ありません
でした。残された期間で一生懸命運営して
いきますのでよろしくお願いいたします。 

谷口 勉：吉川ガバナー、ようこそいらっしゃいまし
た。よろしくお願い致します。 

北橋茂登志：吉川ガバナーをお迎えして。例会が開か
れることに感謝。 

大地庸元：西原会長、中川幹事始め理事役員の皆様、
今期よろしくお願い申し上げます。 

北田好文：いよいよ例会開催です。西原会長、中川幹
事、理事役員の皆様、宜しくお願い致しま
す。 

遠藤友一郎：吉川ガバナー、ようこそお越しください
ました。 

夏 明義：西原会長、中川幹事、3ヶ月遅れの例会ス
タートとなりますが、一年間頑張ってくだ
さい。宜しくお願い致します。 

荻原 奨：久しぶりの例会、今年度もよろしくお願い
します。 

白野陽一：西原会長、中川幹事、一年間よろしく。家
内の誕生日ありがとうございました。 

伴井敬司：吉川ガバナーをお迎えして。よろしくお願
いします。 

伴井敬司：西原会長、中川幹事、他 理事役員の皆
様、一年間お世話かけますがよろしくお願
いします。 

菰田吉見：西原会長、中川幹事、理事役員の皆様、今
年度も宜しくお願い致します。長期にわた
り例会に出席出来ておりませんが、陰なが
ら応援しております。ご活躍をお祈りいた
します。 

西野文秀：今期、西原会長、中川幹事、理事役員の皆
様、頑張ってください。 

岡西豊博：西原会長、中川幹事、理事役員の皆様、今
期よろしくお願いします。 

岡西豊博：8月9日家内の誕生日に花をお送り頂きあり
がとうございました。 

川口栄計：ようやく西原中川丸の船出、おめでとうご
ざいます。会員の皆様お久しぶりです。 

神田眞晃：合唱。大阪難波ロータリークラブ西原会
長、西野様に母の葬儀にお参り並びにお
花、御香典を賜り御礼申しげます。 

石川益三：今期始めての例会にうきうきした気持ちで
す。西原会長、中川幹事を始め多くの役員
や会員に会える例会になりました。この日
に吉川ガバナー公式訪問の日が重なりとて
も素晴らしい日になりました。 

久保幸一：皆様、お久しぶりです。 
伊藤 仁：誕生日、自祝。 
林 博之：お久しぶりです。嬉しいです。西原会長、

中川幹事、宜しくお願い致します。 
松浦孝尚：西原会長、中川幹事、久しぶりの例会です

が、本年度よろしくお願いいたします。 
立花英司：皆様、お久しぶりです。西原会長、中川幹

事、宜しくお願い致します。 
米澤 勉：久しぶりの例会、皆様との再会を本当に嬉

しく思います。 
松田禎胤：久しぶりの例会とても楽しみにしていまし

た。西原会長、中川幹事、理事役員の皆
様、今年度も宜しくお願い致します。 

福田 忠：西原会長、中川幹事、理事役員の皆様、コ
ロナ禍で遅いスタートとなりましたが、今
年度も宜しくお願い致します。このコロナ
禍、悪い事ばかりでなく健康への意識が高
まった方も多いと思います。ポジティブ思
考でいきたいなと思います。 

森田 納：久々のロータリー、緊張します。西原会
長、中川幹事、理事役員の皆様、本年もよ
ろしくお願いいたします。 

森 圭司：久しぶりに皆様の顔を見れるのが嬉しいで

す。今期よろしくお願いいたします。 
清水一人：今後ともよろしくお願いいたします。 
鉃﨑 薫：会長、幹事、本年度よろしくお願いしま

す。 
三島敏宏：久々の例会を嬉しく思います。皆様、本

年度も宜しくお願い致します。 
早栗義文：皆さん、お久しぶりです。西原会長、中

川幹事、宜しくお願い致します。 
本間一成：久々の例会です。今年度も宜しくお願い

致します。 
中川博之：例会の再開、誠に嬉しい限りです。改め

まして、今年度も宜しくお願い致しま
す。 

荒山義雄：皆様、お久しぶりです。頑張ります。 
岡本真一郎：吉川秀隆ガバナー、ようこそ。宜しく

お願い致します。今日も楽しく。 
川上次郎：大阪自治体にIR事業者として選定されま

した。今まで応援していただきありがと
うございます。今後ともよろしくお願い
いたします。 

宮本倫明：久しぶりの例会、楽しみにしていまし
た。 

川井宗次：例会の再開出来た事、嬉しく思います。
又、休会中に結婚記念日や妻の誕生日な
どのお花を頂き有難う御座いました。 

長田博文：西原会長、中川幹事、理事役員の皆様、
新年度宜しくお願い致します。まだ入会
後、日も浅いゆえ皆様のご指導をいただ
ければ幸いでございます。 

 
★卓話    「会長幹事就任挨拶」 
  卓話者   西原芳博会長・中川静夫幹事 
 
卓話内容は7/1の臨時
報へ掲載させていただ
きました。 
 
 
★卓話   「ガバナー公式訪問」 
  卓話者 第2660地区 吉川秀隆ガバナー  
 
皆様こんにちは。ガバナーに就任しました吉川秀隆で
す。私は、タカラベルモント(株)という理容・美容サロンで
使う椅子・シャンプー台などの機器や業務化粧品、歯科
や病院にむけた医療機器の製造販売、サロン・クリニック
の設計施工等を行う会社の代表を務めています。弊社
は本年100周年を迎えます。「自分らしく生きる人生こそ
が美しい人生であり、全ての人がその生きる喜び、幸せ
を感じられるように」という想いを込めて「美しい人生を、
かなえよう」を会社のキーメッセージとして定めました。こ
れは個人的に、ロータリーの精神にも通じるものだと思っ
ています。 
コロナ以前は海外出張が多く１年の3分の1は海外を飛
び回っていました。海外のクラブでメークアップすることも
あり、各国ロータリアンと交流した思い出も少なくありませ
ん。これから1年はガバナーとして地区の皆さんとしっか
りと交流すべく各クラブを飛び回りたいと思います。 
それでは、RIならびに地区の方針についてご説明いたし
ます。ご承知の通りRIは7つの重点分野を掲げていま
す。2008年の採択時には6つでしたが、昨年新たに「環

境の保全」が加えられました。また、組織の基本的原則
を表す「中核的価値観」が2009年に採択されました。そ
れは、奉仕・親睦・多様性・高潔性・リーダーシップの5つ
です。 
以上を踏まえて、本年度のRI会長シェカール・メータさん
のスピーチをお聴きください。 
ご覧の通り本年度のRIの会長テーマは「SERVE TO 
CHANGE LIVES～奉仕しよう みんなの人生を豊かにす
るために」です。メータRI会長は、会員増強を最優先課
題として「いま120万人の会員を本年度末に130万人にし
よう」と述べました。また「女子のエンパワメント」という言
葉で女子が抱える問題に取り組むことを強調していま
す。そして「より大きなインパクトをもたらす」「参加者の基
盤を広げる」「参加者の積極的なかかわりを促す」「適応
力を高める」という4つの優先事項についてスピーチされ
ました。 
さて、当地区にはすでに4項目からなる地区ビジョンがあ
ります。①私たち第2660地区はRIテーマを理解し、地域
の特性にあった活動をすることにより具現化します。②
ロータリーの原点である親睦と職業奉仕を根幹とし、世
界及び地域社会でよい変化を生み出します。③世界の
未来を担う青少年の活動を支援し、若きリーダーの育成
に努めます。④それぞれが「魅力ある・元気ある・個性あ
る」クラブになる事を目指します。という4つです。 
この地区ビジョンと同時に5ヵ年中期目標が定められて
おり、その1番目は「クラブのサポートと強化」つまりクラブ
の会員基盤を強化することです。 
メータRI会長のいう130万人を当地区に当てはめると、
300名、約8％の増となります。コロナ禍で疲弊した状況
においては高い目標に思えます。 
メータRI会長は「ローターアクトをロータリーに移行し」女
性会員を増やせば年間5％の純成長は確保できると述
べましたが、当地区のローターアクトが直ちにロータリー
クラブに移行できるかというと、整理しなくてはならない問
題が多くあります。 
当地区は「各クラブでの純増1名を目指す」という目標を
掲げつつ、本年度はコロナの影響による会員減少を防
ぐことを優先して戴きたく思います。また「ローターアクト
はじめと若い世代とともにロータリー活動を推進する基
盤を広げる」ことについては、皆さんと一緒に具体的な計
画を立てていきたいと思います。会員増強は目標であり
目的ではありません。奉仕の発信力・影響力・目的実現
力の強化こそが本質です。 
中期目標2番目の「人道的奉仕の重点化と増加」は、ま
さにその奉仕活動の原点としての目標です。1919年のス
ペイン風邪パンデミックのとき、ロータリーは会員を19％
も増やしたといいます。それは当時のロータリーが取り組
んだ献身的かつ積極的な奉仕活動が多くの共感を生ん
だからだと思われます。私は地区の持つリソースを可能
な限り人道的奉仕に集中したいと思います。 
いま、私たちの足下で「経済的に困窮している人」が急
増しています。日本の子どもの7人に1人が相対的貧困
状態にあるとも言われます。メータ会長が「女子のエンパ
ワメント」と言及した「性の格差」の問題とは少し違うでしょ
う。しかし地域の問題は、地区のロータリアンである私た
ち自身が取り組み、解決せねばなりません。 
私は、RIの7つの重点分野から「基本的教育」に焦点をあ
て、地域のエンパワメント、すなわち地域が本来持って
いる能力の向上を図るため、地域の子供たちを支援す
ることを地区の重点活動方針としました。 
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