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１２月 会員誕生日 おめでとうございます
12月 5日 森田 納会員
12月23日 中川静夫会員

12月18日

№２１２７
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井上満昭会員

11月24日(水)北御堂(本願寺津村別院)本堂にて、中央区子どもの居場所連絡会への冷凍庫・新米450㎏
の贈呈式を行いました。
今年度の社会奉仕活動は、地域に密着した新たな取組みとして、大阪市中央区の「子ども食堂」の支援を
行っております。支援内容につきましては、コロナの影響で食堂自体は休止されており、現状は弁当や食
材の配布を行っておられるので、最も必要とされるお米と食料の保存用としての冷凍庫を、地区補助金を活
用して寄附支援を行いました。
当日は、子ども食堂に会場を提供されている、北御堂(本願寺津村別院)の本堂にて、副輪番をはじめに北
御堂関係者、大阪市中央区社会福祉協議会関係者、中央区子どもの居場所連絡会関係者の臨席のもと、
当クラブよりは、西原会長、中川幹事、右田ロータリー財団委員長、福田青少年奉仕委員長、川口元会長、
久保会員、松田会員、上杉元会員、三島の出席のもと贈呈式をおこないました。
子ども食堂関係者によると、冷凍庫のおかげで食品の長期保存が可能となり、美味しい食料を提供できると
喜んでいただきました。また、新米450㎏につきましては、12月11日(土)に開催される1000人規模の大規模
食糧提供会(フードパントリー)にて、活用できるとのことで、助かったと仰っていました。また、今回の奉仕
は、千田元会長と上杉元会員の企画立案をはじめ、多くの会員のご協力により実行ができました。皆様に
心より感謝致します。
今後は、社会奉仕委員会として、コロナの影響で出来ることが限られるかもしれませんが、地域における社
会奉仕の一つとして支援を行っていきたいと思います。
文責：三島敏宏

（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
１２月２日（木）
テーマ

川上次郎会員

第９回例会

次回の卓話

ロータリー４つのテスト
言行はこれに照らしてから

１２月９日（木）

１．真実かどうか

クリスマス忘年会

２．みんなに公平か

例会

１８時

３．好意と友情を深めるか

開宴

１８時３０分

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２１２７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

￥１０５，０００

本日までの累計

￥９２０，０００(55％達成)

11月末の予算額

￥１，６６０，０００

出
前回
会

員

席 報

１１月２５日
総

告
３週前 １１月４日

数 ５ ８ 名
出席免除を除く

閉

これからの予定
12月 9日（木）例会・クリスマス忘年会
12月16日（木）例会
12月23日（木）例会
12月30日（木）休会

１２月９日（木）は
★１８：００～例会
★１８：３０～クリスマス忘年会
（お昼の例会はありません。）

会

（点鐘）

出 席 会 員 数 ４ １ 名 ＭＵを含む
修正出席率71.15％
出
席
率 ８ ０ ％

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

前回の記録

第８回

★来客紹介：日髙友好委員
中川博之会員のゲスト
白山豊貴様
★会長報告：西原会長
1.本日のお客様は、中川博之会員のゲストで
白山豊貴様です、ようこそお越し下さいま
した。お時間の許す限りごゆっくりとお過
ごし下さい。
2.先週は、新入会員歓迎会、皆様お疲れ様で
した。清水友好委員長、中川博之副委員
長、松田副委員長、今までにない新たなる
試みで新しい仲間を迎え入れて下さり改め
て感謝申し上げます。又、会の途中で北橋
元会長が壇上に上がられた際に、和太鼓部
入会のお願いもされました。御年８０ウン
才の北橋元会長が精力的に勧誘の声をあげ
て頂き、まだまだお元気な大先輩の姿に振
るい立たされるものがありました。そし
て、先週土曜日には約２年ぶりに和太鼓部
の練習が再開し、北橋元会長、赤坂会員、
上杉元会員、私などが久しぶりに和太鼓の
感触を味わいましたが、ブランクが大きす
ぎて、軒並みリハビリのような感じでした
が、大阪難波ロータリークラブの特徴のひ
とつである和太鼓部ですので、一日も早く
活発化させたい気持ちが呼びおこされまし
た。会員の皆様も楽しみにして頂ければと
思います。
3.11月はロータリー財団月間です。昨日、水
曜日に今年度の地区補助金を利用した人道
的奉仕活動として三島社会奉仕委員長、右
田ロータリー財団委員長を中心として計画
してきました子ども食堂しまルームをはじ
めとした数カ所の子ども食堂の食材の保管
場として、千田元会長のご紹介で大阪市中
央区役所から大阪市中央区社会福祉協議
会、中央区子どもの居場所連絡会との連携
の元、北御堂を提供している浄土真宗本願
寺派本願寺津村別院のご協力もあり、無事
冷凍庫及び新米４５０㎏の贈呈式を行って
参りました。
今回この取り組みへの地区補助金申請に
は、先ほど申し上げた数団体が絡み、贈呈
先団体、場所の違いなどで申請の許可がな
かなか出ませんでしたが、三島委員長のき

１１月２５日（木）
め細かな働きかけが功を奏し申請許可がお
りました。この奉仕は一昨年までフィリピ
ンセブ島の小学校への人道的奉仕がコロナ
禍で先が読めない中、日本で地域と密着し
出来る奉仕として発案させて頂きました。
現在日本でも経済的に困窮している人が急
増している中、日本の子供の７人に１人が
相対的貧困状態にあると言われています。
私どもの現在作成中のクラブビジョンの旗
にも掲げられている「地域社会の人々と手
を取り合い」という文言にもつながる奉仕
活動でもあります。今後も子ども食堂を見
守っていき、何かジョイントできることが
あれば積極的に働きかけていく所存です。
★幹事報告：中川静夫幹事
1.来週12月2日例会終了後、年次総会を開催
させていただきますので、少しお残り下さ
い。その後、定例理事会を行ないますの
で、理事役員の方はご出席下さい。
2.12月3日(金)は、地区大会が大阪国際会議
場5Fにて開催されます。13:00開会となり
ます。また、ライブ配信も予定されており
ますので、オンラインで参加される方には
メールで視聴方法をお知らせさせて頂きま
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：先週の新入会員歓迎会、清水友好
委員長、松田副委員長、中川博之
副委員長、お疲れ様でした。
西原芳博：昨日の地区補助金の冷凍庫、新米
の贈呈式、三島社会奉仕委員長、
右田ロータリー財団委員長他、多
数ご出席いただきありがとうござ
いました。
中川静夫：久しぶりの新入会員歓迎会、楽し
ませて頂きました。ありがとうご
ざいました。清水委員長、副委員
長、素晴らしい演出に感激しまし
た。感謝します。
大地庸元：入会記念日、自祝。
久保幸一：新入会員歓迎会、お疲れ様でし
た。北御堂での奉仕、会長、幹
事、三島委員長、右田委員長、あ

りがとうございました。
徐 正萊：欠席お詫び。
川口栄計：社会奉仕活動、北御堂での贈呈
式、三島委員長お疲れ様でした。
松浦孝尚：新入会員歓迎会、西原会長、中川
幹事、清水友好委員長、友好委員
の皆さまお疲れ様でした。
米澤 勉：新入会員歓迎会、清水友好委員
長、中川副委員長、松田副委員
長、お疲れ様でした。
森田 納：新入会員歓迎会、清水友好委員
長、お疲れ様でした。
清水一人：新入会員歓迎会、ありがとうござ
いました。
右田竹郎：本日卓話宜しくお願い致します。
赤坂 宏：新入会員歓迎会、清水友好委員長
始め友好委員会の皆様、お疲れ様
でした。
三島敏宏：中央区子どもの居場所連絡会さん
への冷凍庫、新米450㎏の贈呈式
が無事行われました。多くの会員
もご出席いただきました。ありが
とうございました。
中川博之：約一年振りとなった新入会員歓迎
会の改めまして、川上会員、宮本
会員、川井会員、日髙会員、坂本
会員、長田会員、長崎会員、段会
員、ご入会おめでとうございま
す。
荒山義雄：清水委員長はじめ皆様、お疲れ様
でした。
川井宗次：例会欠席お詫び。
長田博文：先日の新入会員歓迎会、ありがと
うございました。
段 正峰：先日お伊勢さんに行ってきまし
た。感謝して来ました。ありがと
うございました。
★卓話
テーマ
卓話者

右田竹郎ロータリー財団委員長

地区ロータリー財団資金推進小委員会明石晃委
員長がお話された動画を紹介して頂きました。
まず初めに財団資金分配状況を地区昨年度の状
況を説明していただきました。主な支出とし
て、ポリオプラス、ロータリー平和センター、
奉仕活動のための補助金として支出されていま
す。ロータリー財団の寄付の分類として年次基
金、ポリオプラス、恒久基金、ロータリー災害
救援基金として分配されています。
寄付推進目標としては、年次基金は、会員一人

あたり１５０ドル以上、ポリオプラス基金寄付
は、会員一人あたり５０ドル以上、恒久基金寄
付は、各クラブベネファクターを１会員以上と
しています。ベネファクターは恒久基金へ寄付
合計１０００ドルに達した１回のみおくられる
ものとなっています。その他ポール・ハリス・
フェロー、マルチプル・ポール・ハリス・フェ
ロー、メジャードナー、アーチ・クランフ・ソ
サエティ、ポール・ハリス・ソサエティ、など
の説明をして頂きました。
続いて財団寄付の入会申し込み方法や、税の優
遇措置の話、オンラインでの入会方法として、
ホームページからの操作方法、そしてロータ
リークレジットカードのメリットなど詳しく説
明して頂きました。
大阪難波ロータリークラブでは先日、財団補助
金を使わせていた
だき、子どもの居
場所連絡会へ、冷
凍庫と新米450kgを
送らせて頂きまし
た。

