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１１月 会員誕生日 おめでとうございます
11月9日

松田禎胤会員

11月25日
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松浦孝尚会員

ロータリー財団委員会：右田竹郎委員長
１．本年度も地区の年次基金寄
付目標である一人あたり１５０
ドルを達成していきたいと思い
ます。そのために、例年通り
１，０００ドルの特別寄付を３
名の方にお願いしたいと考えております。ご
協力よろしくお願い致します。
２．地区補助金に関しましては、地区から申
請がおり、入金がございましたので、事業へ
の適正な支出、確実な事業報告を行っていき
たいと思います。

ブ問わず、多くのロータリアン様、地区ロー
ターアクターの皆様からのご支援ご協力のも
と、当クラブが提唱クラブとして大阪難波
ローターアクトクラブを設立することが出来
ました。今年度が実質、活動開始年度となり
ます。RACメンバーも1年生、私たちロータリ
アンも提唱クラブとして1年生でございます。
私自身、なるべく多くの地区内RACの例会に参
加させていただき、例会の在り方やRACの奉仕
活動について学んでまいりたいと思います。
活動の計画と致しましては、クリーンハイク
という地域の清掃活動や地区献血、そして毎
年10月に行われます、道頓堀リバーフェス
クラブ戦略計画委員会：千田忠司委員長
ティバルでの奉仕活動に関しましてはRC・RAC
今年度はRIや地区のテーマを
での協同活動でポリオ撲滅活動などをしたい
当クラブの西原会長の方針に
と考えますので、また社会奉仕委員長とも打
基づきながら進めていきたい
合せさせていただければと思います。RACの皆
と思っております。
さんにもロータリーと関わって良かったと
今年度は要約すると、会員増
思っていただける様な活動をしたいと考えて
強が最大のテーマであるとともに退会防止も おります。
必要と思うので、委員会のメンバーに集まっ 青少年奉仕委員会の年間行事と致しまして
てもらい、いろんな意見を取り入れていき、 は、例年のキッズダンスへの協力参加、そし
中期及び長期目標や問題点も含めて検討した て常設プログラムでありますRYLA、秋の開催
いと思っております。また、RACを設立されま は新梅田研修センターで開催される予定と
したので、若い方々の素直な意見も受け入れ なっておりますが、新型コロナウイルスの影
て、理事会に増強や目標の提案をしていき、 響でセミナー方式になろうかと思います。春
当クラブをより一層発展させていきたいと
の開催も含めまして、RACメンバーと当クラブ
思っております。
推薦から、各開催2名以上の参加を目標にした
いと思います。
青少年奉仕/大阪難波RAC
：福田 忠委員長
昨年度、コロナ禍の中ではあ
りましたが、他クラブ自クラ
大阪難波RAC11月度第1例会
(新大阪RAC・大阪城南RAC・
大阪帝塚山RAC・八尾RAC合同)

これからの予定
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・新入会員歓迎会
11月25日（木）例会
12月 2日（木）例会・定例理事会

№２１２３

【日時】2021年11月11日(木)
19:30～21:00
【場所】クレオ大阪中央研修室１
大阪市天王寺区上汐5-6-25
【内容】国際問題について知ろう
【ロータリアン登録料】3,000円
※ご出席されます方は、大阪難波
RC事務局までご連絡をお願い致し
ます。TEL06-6632-3956

（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
１１月４日（木）
テーマ
「自己紹介」
卓話者
日髙雅哉会員
坂本正樹会員

第５回例会

次回の卓話

ロータリー４つのテスト

１１月１１日（木）
テーマ
「自己紹介」
卓話者
長田博文会員
長崎 武会員

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

♪ 奉 仕 の 理 想
奉仕の理想に集いし友よ
御国に捧げん我等の業
望むは世界の久遠の平和
めぐる歯車いや輝きて
永遠に栄えよ 我等のロータリー
ロータリー

本日のプログラム

開 会 （点鐘） 通算第２１２３回例会
・国 歌
「君が代」
・ロータリーソング「奉仕の理想」
・ソングリーダー
岡本真一郎会員
・来客紹介
友好委員
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

吉川秀隆 ）

ニ コ ニ コ 箱 報 告

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

前 回 の 合 計

￥３５，０００

本日までの累計
10月末の予算額

￥５７５，０００(43％達成)
￥１，３３０，０００

出
前回
会

員

席 報

１０月２８日
総

告
３週前 １０月７日

数 ５ ８ 名
出席免除を除く

閉

会

（点鐘）

出 席 会 員 数 ３ ７ 名 ＭＵを含む
修正出席率82.00％
出
席
率 ７ ３ ％

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：宮本友好委員
中川博之会長のゲスト
秋田祐作様

★会長報告：西原会長
1.本日のお客様で、秋田様ようこそお越しい
ただきました。ごゆっくりお過ごしくださ
い。
2.例会再開後、本日で４週目でございます。
会員の皆様におかれましても、日常のロー
タリーライフが戻りつつあり、ひと安心さ
れている方も多いと思います。
例会の卓話では、委員会活動計画の報告が
先々週より行われております。先週、各委
員長が思いの丈を熱弁して頂きました。活
動としては、数か月前から動きを始めてい
たのが、社会奉仕委員会であります。その
三島委員長は、彼のお話しにもありました
が、先週ニコニコにてお礼の挨拶をいただ
きました上杉元会員が当初委員長を務めて
おりましたが、一身上の都合で退会された
後を継いで、重職を受けて頂きました。地
区補助金の給付を前に子ども食堂の調査な
どを上杉会員と会長、幹事で行っていまし
たが、その途中から三島委員長には参戦し
て頂く形となり、今期早々から非常に気苦
労をおかけしておりますが、持ち前の誠実
さと努力で任務をそつなくこなして頂き、
１１月２４日（水）の冷凍庫と米の贈呈式
までこぎつけて頂き、改めて感謝申し上げ
ます。
3.そして、先週我がクラブに２名の仲間が加
わりました。皆様もよくご存知の段元会員
の御子息 段正峰会員、そして三井住友銀
行の引継ぎで長崎武会員です。先週の例会
開始前にはインフォメーションが行われ、
新入会員のお２人にロータリークラブと、
当クラブについての説明がなされました。
このインフォメーションに使われるパンフ
レットにつきましても、HP作成などで大活
躍の中川博之会員に作成して頂きました。
以前の白黒のものも内容は充実しておりま
したが、改訂されたこのカラフルなパンフ
レットは入ったばかりの会員様の視覚にも
優しくロータリアンの義務や倫理感、我が
クラブの特徴を端的にわかりやすく構成さ

れております。新人の方にとどまらず、私
共が改めて見ても良い復習になりますの
で、皆様にも是非お目通し願えればと思い
ます。
そして、御商売ではこの難波地域では先頭
にたって活躍されている新入会員のお２人
ですが、入会したばかりのロータリークラ
ブには不安もお持ちかと思います。新しい
方がその会を見て学ぶという事も大切です
が、今はたったお２人の新しい仲間を残り
の５６人が気遣い、居心地の良いフィール
ドを作り上げることも今の時代のロータ
リークラブには大切だと思います。
当クラブには、メンター制度というものが
２年ほど前から発令され、新入会員の方々
をメンターと言われる世話人が寄り添って
フォローしていくものですが、コロナ禍で
なかなか思うように起動できていないもど
かしさもございます。メンターのみに頼る
のではなく、会員全員でかかわりあうこと
が新しい方々と今の時代の最低限の礼儀だ
と感じておりますし、それがロータリーク
ラブの最大の課題の一つ、退会防止への近
道になるはずですので、クラブ全体で大切
な仲間を迎え入れる努力を致しましょう。
★幹事報告：中川静夫幹事
1.来週、例会終了後、定例理事会開催させて
いただきますので、理事役員の方はご出席
下さい。
2.地区大会の出欠をまだ提出されておられな
い方は、本日中に事務局までお願いいたし
ます。また、登録料も本日中にお納めいた
だきますよう、お願いいたします。
3.新入会員の長崎会員と段会員の住所録を
メールボックスに入れさせていただきまし
た。緑の手帳に貼ってご活用下さい。
4.昨年度のガバナー月信最終号が届きました
ので、昨年度の理事役員の方へ入れさせて
いただきました。あと数冊ありますので、
必要な方は事務局までお申し出ください。
5.例会場変更のお知らせです。来週より11月
の例会は８Fです。
★委員会報告
◇社会奉仕委員会：三島委員長
11月13～14日に開催されます「道頓堀リバー
フェスティバル2021」の湊町リバープレイス

特設ステージにおいて、授産品のチャリ
ティーバザーとポリオ根絶街頭募金活動を行
います。会員の皆様方におかれましても、ご
参加の程、宜しくお願い致します。
◇友好委員会：清水委員長
11月18日ホテルモントレグラスミア大阪に
て、新入会員歓迎会を開催させていただきま
すので、ご出席よろしくお願いいたします。
★ニコニコ箱報告：岡本副SAA
西原芳博：今週で委員会活動計画最終週で
す。各委員長様の報告に感謝。
中川静夫：結婚記念日、自祝。
荻原 奨：長崎さん、段さん、入会おめでと
うございます。オリエンテーショ
ン欠席申し訳ございませんでし
た。
伴井敬司：家内誕生日には、美しい花ありが
とうございました。
右田竹郎：先週欠席お詫び。
三島敏宏：11月13～14日に開催されます「道
頓堀リバーフェスティバル2021」
の湊町リバープレイス特設ステー
ジにおいて、授産品のチャリ
ティーバザーとポリオ根絶街頭募
金活動を行います。皆様ご参加ご
検討宜しくお願い致します。
川井宗次：例会欠席お詫び。
★卓話

テーマ「委員会活動計画」
司 会： 松浦孝尚 副会長

クラブ研修委員会：林 博之委員長
毎年開催されている「ロータ
リーを知りましょう会」を今
期は3回程度できればとは
思っていますが、コロナ禍で
今期も計画が立てにくい状況
ですが１．２回は行いたいと考えています。
開催できれば、会長経験者の方々に依頼を
し、「ロータリーとは？」から始まり、当ク
ラブの歴史や伝統、また今後のロータリーの
在り方など、新しい会員を中心に勉強ができ
ればと存じます。
今期もコミュニケーションが取りづらい状況
ですが、改めてロータリークラブを見つめ直
す機会を会長と相談しながら作れるよう努め
て参りますのでご協力をよろしくお願い致し
ます。

情報・規定委員会：荻原 奨委員長
新入会員のオリエンテーショ
ンにおいては、例会の出席や
各種行事への参加をお願いし
ます。また、マイロータリー
への登録もお願いします。そ
うすることにより、ロータリーになじんでい
ただき、ロータリーを楽しめるように指導し
ていきたい。
また、規定においてはコロナ禍において、例
会の進め方など変更点も多々ありました。今
後の状勢や地区からの指示をしっかり伝えて
いきたいと思っています。
国際奉仕委員会
世界社会奉仕・国際交流・国際青少年交換委
員会：松田禎胤委員長
今年度の国際奉仕委員会の活
動としましては三姉妹クラブ
交流をメインに計画しており
ましたが理事会にあげ中止とさせていただき
ました。新型コロナウイルスの影響で２年続
けて中止となりましたが、その間に新入会員
の方が多数入られているのに親睦を図れてい
ないので、その分共同奉仕事業を次年度の委
員長に委ねたいと思います。三姉妹合同世界
共同社会奉仕事業の対象施設等の選定につき
ましては今後協議を重ねてまいります。
国際奉仕フォーラムを２月（平和構築・紛争
予防月間）に開催したいと思います。
コロナ収束後の国際社会について皆様と話し
合える場を設けたいと思います。
米山奨学会委員会：網干康史委員長
（代読中川幹事）
米山奨学委員会は地区年度目標であります、
奨学生の支援を行っていきたく思います。し
かしながら、昨年来の新型コロナウイルスの
蔓延による海外との往来の状況を踏まえま
た、今年度はRACの初年度でありこちらへの
充足化を図るという方向性のもと、今期の奨
学生の受け入れを見送ることと致しました。
この様な状況下ではありますが、引き続きク
ラブと致しましては米山奨学会に対して支援
を行って参りますので、よろしくお願い申し
上げます。重ねて会員の皆様方には例年通り
の普通寄付金と特別寄付金をお願いします所
存です。今年度もご理解賜りますようお願い
致します。

