い情報発信に取り組みます。
２．SNSへの情報発信
当クラブのFacebookページを活用し、SNSへの継続
した情報発信に取り組みます。ホームページとも連
動し、当クラブの魅力が多くの方にシェアして頂ける
ように、新鮮で質の高い情報発信をしていきます。
３．広報活動について
ホームページ・SNSへの情報発信だけでなく、その
掲載内容をロータリー関連の媒体などへプレスリ
リースし、様々な媒体からも当クラブの取り組みを情
報発信して頂けるような広報活動に取り組みます。
会員増強委員会：川口栄計委員長
本年度、会長からは、会員増強目標を
純増2名と仰せつかっております。しかし
依然コロナ禍で、例会開催もできない状
況にあり、会員増強に関しては、厳しい
年度であると自覚しております。まずコロ
ナ禍にあっても会員同士のコミュニケーションを密に
とり、退会防止に努めることが第一であると考えてお
ります。電話、LINE、ZOOMなどを用いて、直接会
わなくても、気になる会員の皆様にご近況など相互
に情報交換をして頂きたいとお願い申し上げます。

１０月

会員夫人誕生日

10月 6日 大地庸元会員夫人 町子様
10月16日 森 圭司会員夫人 亜紀様
10月20日 伴井敬司会員夫人 絹子様

１０月
10月 5日
10月 6日
10月10日
10月17日
10月20日

結婚記念日

数井康幸会員ご夫妻
川上次郎会員ご夫妻
川口栄計会員ご夫妻
中川静夫会員ご夫妻
岡西豊博会員ご夫妻

またこういう状況の時にこそできる入会候補者デー
タベース作りに懸命に取り組み、大阪難波ＲＣ活動
の発信と流布に邁進したいと思います。
ワクチン接種が進み、例会にて一堂に会する日が
訪れましたら、入会候補者に会長幹事と共に訪問
面会し、また例会にお招きし勧誘させていただきた
いと考えております。新入会員候補者情報を届けて
頂きます様、お願い申し上げます。

２０２１．１０．２１

ＷＥＥＫＬＹ

ＢＵＬＬＥＴＩＮ

（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

今月お誕生日を迎えられた会員各位

おめでとうございます
10月 9日 荻原 奨会員夫人 美津子様
10月17日 中川静夫会員夫人 真由美様

おめでとうございます
10月 6日
10月 8日
10月10日
10月19日
10月28日

徐 正萊会員ご夫妻
石川益三会員ご夫妻
網干康史会員ご夫妻
神田眞晃会員ご夫妻
白野陽一会員ご夫妻

臨時総会議事録
1.2020～2021年度会計報告が松田前会計から報告があり鉃﨑会計監査役から監査報告が
あり、承認される。
2.2021～2022年度会計予算が岡西会計から説明があり、承認される。

ロータリー４つのテスト

１０月２８日（木）
テーマ
「各委員会活動計画説明」
卓話者

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

♪

本日のプログラム

それでこそロータリー

どこで会っても やあと言おうよ

開 会 （点鐘） 通算第２１２１回例会
・ロータリーソング「それでこそロータリー」
・ソングリーダー
岡本真一郎会員
・来客紹介
友好委員

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

会 食
・歌とピアノ
・会長報告
・幹事報告
・委員会報告
・出席報告
・ニコニコ箱報告
・卓話

木下裕子
西原芳博会長
中川静夫幹事
各委員長
出席委員
ＳＡＡ

ニ コ ニ コ 箱 報 告

前 回 の 合 計

会

（点鐘）

￥６５，０００

本日までの累計
10月末の予算額

￥３５０，０００(26％達成)
￥１，３３０，０００

出
前回
会

閉
これからの予定
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
11月13日（土）・14日（日）道頓堀リバーフェスティバル 11月18日（木）例会

吉川秀隆 ）

次回の卓話

SAA、会員選考、職業分類、クラ
ブ組織/情報･規定、職業奉仕、社
会奉仕の各委員長

第３回例会

№２１２１

員

席 報

１０月１４日
総

告
３週前 ９月１６日(休会)

数 ５ ７ 名
出席免除を除く

出 席 会 員 数 ４ ３ 名 ＭＵを含む
修正出席率
出
席
率 ８ ２ ％

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
皆様、こんにちは。３ヶ月ぶりの例
会を無事先週に終え、ここ数日喜び
をかみしめていましたが、またあっ
という間に木曜日がやってきて、皆
様にお会いすることができ、ロータ
リーを毎週やっていた時はこうだっ
たんだなぁと、改めてその当たり前の習慣を思
い出しつつ、有難く感じています。そういう意
味では、休んだ３ヶ月はワクワクした新鮮な気
持ちを思い起こさせてくれた充電期間だったと
ポジティブにとらえ、大阪難波ロータリークラ
ブの活動を加速させて参りたく思います。
今日、お久しぶりに黒川さん、ようこそお越し
くださいました。
又、先週は第１回例会とガバナー公式訪問の日
が合わさり、吉川ガバナーにお越しいただきま
した。例会中は貴重な卓話を頂戴しましたが、
例会前にはガバナーとの懇談会があり、会長、
幹事、会長エレクト、副会長２名の計５名で参
加致しました。内容は、クラブの現況報告、こ
れからの活動予定と、ガバナーから会員数や昨
年の我がクラブの活動への評価などでした。
前期コロナ禍にも負けず川口直前会長、福田直
前幹事の圧倒的なけん引力により、素晴らしい
成果をあげているというお褒めの言葉を頂戴し
ました。１１月に清水友好委員長に予定して頂
いている会長幹事慰労会がございますので、ご
出席よろしくお願いいたします。
また、前期からリニューアルされた中川博之広
報委員長によるホームページ改訂、リアルタイ
ムの更新にも感心されていました。これにつき
ましては、ほぼ一人で中川委員長が時間を費や
してくれていて、私のようなSNSが苦手な会員も
一度目を通していただき、中川委員長に感想を
伝えていただければ、よりやりがいも出ると思
いますのでよろしくお願いします。
我々からは、まだ決定事項ではありませんが、
ひとつ要望致しました。前期からローターアク
トを立ち上げましたが、３年間地区から補助金
を頂けるという地区バックアップ体制を約束さ
れていた背景もあり、我々は２年前にＲＡＣ立
ち上げに動き出した訳ですが、突如、前期立ち
上げの２クラブだけが今期の補助金は出ないと
地区から通達があり、私も地区を通じガバナー
にも何度となく交渉したのですが、受け入れて
もらえず今日に至っていました。そして、その
考えの矛盾さをお伝えした所、予算計上の関係
上、今期のＲＡＣ立ち上げの補助金は出ない
が、ＲＡＣ活動の具体性を示してもらえれば、
その活動に対する援助金という形で協力させて
もらうとの事でした。金額については未定です
が、準備が現在進行形であるＲＡＣ活動もあり
ますので、その辺りに特化して地区とは話を進
め、皆様には後日報告いたします。又、福田委
員長にはご苦労おかけしますが宜しくお願い致し
ます。

★幹事報告：中川静夫幹事
1.本日の週報に定例理事会の議事録を
掲載させていただいておりますので
ご確認ください。
2.本日例会終了後、臨時総会を開催
させて頂きますので、少しお残り
下さい。
3.メールボックスに地区大会のご案内とパンフ
レットを入れさせていただいております。今
回はオンライン出席も可能です。出欠をご記
入いただき、10/28までにご提出ください。
今年度も全員登録となっておりますので、登
録料をお納めいただきますようお願いいたし
ます。
4.IM4組の八尾ロータリークラブ創立60周年の
記念誌が届きましたので、受付に置いており
ますのでご覧ください。
5.髙島屋様より「日本伝統工芸展」のご招待券
を頂いておりますので必要な方は受付に置い
ておりますのでお持ち帰りください。
★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１０月号の紹介」
P.34～36 [世界ポリオデー関連記事]
世界ポリオデーにちなみ、世界各国のロー
タリークラブが昨年実施したプロジェクト
が紹介。各クラブで実施した世界ポリオ
デー協賛事業内容を記録として送付するよ
う呼びかけています。
P19～23 [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。21ページに摂津RCが、創立50
周年記念事業としてモノレール摂津駅前広
場に電波時計塔を寄贈した記事が紹介され
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。
◇社会奉仕委員会：三島委員長
災害支援金の募集について。多発しております
線状降雨帯による大雨により、７月に静岡県熱
海市にて豪雨災害が発生しました。災害地区を
抱える第2620地区（静岡）の災害支援本部よ
り、全国の地区へ支援金の要請がありました。
第2660地区より、各クラブのご協力のもと支援
金を募り、被災された各地区へお届けすべく支
援金の募集案内がまいりました。募集期限もあ
ることから、第2660地区に４万円ずつを支援金
として既に送金させて頂きましたので、例会再
開させて頂きました本日、会員皆様より災害支
援金を募りたく支援金募金箱を回しますのでご
協力をお願い致します。
◇国際奉仕委員会：松田委員長
1.国際交流三姉妹中止のお知らせ
2.国際大会のご案内

◇友好委員会：清水委員長
11月4日（木）不死王閣にて、会長幹事慰労会
を開催させていただきます。16時半受付開始
17時より慰労会となります。また、15:30スイ
スホテルバスターミナル出発でバスの送迎が
ございます。
★ニコニコ箱報告：三島副SAA
西原芳博：本日から３週に渡り、委員会活動
計画、宜しくお願い致します。
中川静夫：各委員長様、今期の活動計画の報
告よろしくお願いいたします。達
成できるよう応援したいと思いま
すので、よろしくお願いします。
千田忠司：コロナ禍で大変ですが、皆様もう
少しです。ガンバロー。
荻原 奨：家内誕生日に今年もきれいな花、
有難うございました。
伊藤 仁：南中学校時代の同級生であった吉
川秀隆さんとのおよそ６０年ぶり
の再会に感謝。あまりの変貌ぶり
にびっくり仰天しました。世の中
狭いですね。
網干康史：前回欠席お詫び。西原会長、中川幹
事、よろしくお願いします。
右田竹郎：皆様、ご無沙汰しております。久
しぶりの参加ですが、宜しくお願
い致します。
三島敏宏：７月におこりました熱海市への災
害支援金の募集をさせて頂きま
す。皆様ご協力ありがとうござい
ます。
中川博之：母親の誕生日に素敵なお花を送っ
て頂きましてありがとうございま
す。慣れないスマートフォンで写
真を撮って喜んでいる様子を送って
きてくれました。
荒山義雄：がんばりましょう。
岡本真一郎：今日も元気で健康に感謝。
日髙雅哉：子供のバレエの発表会が大成功で
した。
長田博文：通常に例会が開催され、皆様にお
会いできることに感謝して。
★卓話

テーマ「委員会活動計画」
司 会： 松浦孝尚副会長

クラブ奉仕委員会：松浦孝尚委員長
新型コロナウイルス感染拡大の影響で、
あらゆることが制限される中、社会情勢
の急激な変化に伴い、経済活動をはじ
めとする生活環境が一変され、大変ご
苦労され、頑張っておられる会員のみなさまも多数い
らっしゃると思います。
また、大阪難波ＲＣとしての奉仕活動や親睦活動はも
とより、緊急事態宣言、蔓延防止等重点措置の中、例
会そのものが開催できない日々も続き、思うようにロー
タリー活動を実施することができなかったと思います。
そんな中でも、前年度は、ローターアクトクラブの創設
をはじめとし、各分野でできる限りの奉仕活動を実施

し、ロータリー活動に尽力された会長、幹事、各委員
長、ならびに会員の皆様には敬意を表したいと思いま
す。本年度も、西原会長、中川幹事のもと各委員長と
協力して、大阪難波ＲＣとしてできる限りの奉仕活動を
実施していきたいと考えております。
出席プログラム委員会：本間一成委員長
例会出席は、クラブ活動の基本です。本
来ですと皆勤が望ましい事ですが、本年
は立上がりから緊急事態の発令で流会
が続きました。前期・前々期も同様でした。会員は
３０～８０代と幅広い年齢層です。ワクチン接種、マ
スク、手洗い、検温が重要です。体調、社業の状
態など無理することなく、ご出席の程よろしくお願
い致します。
ここ数年の卓話スケジュールを参考に進めて参り
たいと思いますが、休会も発生するかもしれませ
ん。月間テーマも同様に順不同となりました。各担
当委員会の皆様のアドバイス、ご協力の基に進め
て参りたいと思います。
クラブ会報・雑誌委員会：赤坂宏委員長
週報につきまして、例会行事にご参加で
きなかった会員の皆様にも活動の様子
を分かりやすくお伝えできるよう心掛けた
いと思います。又ゲストの方にも週報を
通じて活気ある大阪難波ＲＣをアピールできればと
思います。又、昨年よりＨＰで閲覧できるようになっ
ていますので、不特定多数の方が見られることを意
識し、特に卓話の内容においてオフレコやプライ
バシーに関する事等々よく注意して作成したいと
思います。
ロータリーの友につきまして、記事を月１回紹介さ
せていただきます。私含め入会年度の浅い会員の
皆様にもより知っていただくためにも友好委員会の
皆様と協力し交代制で紹介を致します。
友好委員会：清水一人委員長
コロナウイルスの対策を行いながら会員
の皆様とご家族の安心安全を考えなが
ら楽しんで頂けるように心がけて参りた
いと思います。そして会員皆様が1つで
も多くの親睦が深まるように参加して良かったと
思っていただけるように努めたいと思います。
10月第一回友好ゴルフコンペ
11月会長幹事慰労会
11月新入会員歓迎会
12月クリスマス忘年会
3月マラソン大会＆グルメ会
5月第二回友好ゴルフコンペ
6月打上げ家族旅行
広報・ホームページ委員会：中川博之委員長
１．ホームページの活用
リニューアルしたホームページを積極的
に活用し、当クラブの取り組みを様々な
形で発信していきます。ホームページを
通して、幅広い方々に当クラブの存在を
知って頂き、入会を検討頂いている方に
は、当クラブの魅力がしっかりと伝わるような質の高

