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大阪難波ロータリークラブ週報 

今 日 の 卓 話 

１２月９日（木） 

  クリスマス忘年会 

  例会 １８時 

  開宴 １８時３０分 

ロータリー４つのテスト 次 回 の 卓 話 

１２月１６日（木） 

テーマ 

 「2020年アルガオ奉仕活動」 

卓話者  森田 納会員 

 
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 

 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 ） 

 ２０２１．１２．９  №２１２８ 

これからの予定 

12月16日（木）例会          12月23日（木）例会 

12月30日（木）休会            1月 6日（木）休会 

第１０回例会  本日のプログラム 

開 会 （点鐘） 通算第２１２８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 

・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 

12月3日(金）大阪国際会議場にて開催されました。今年度はコロナ対策としてリモートによる聴衆可能
なハイブリッドの開催となり、座席も一つ空けての着席となり参加人数はかなり少なかったように思わ
れました。吉川ガバナーの点鐘から始まり、水野大会実行委員長の挨拶や、
来賓の紹介などがあった後、表彰式があり、画面での表彰式となり感謝状な
どは後日各クラブへ送付されることになりました。大阪難波ロータリークラ
ブは「意義ある奉仕賞認定クラブ」や「100％ロータリー財団寄付クラブ」
等、多数の表彰を受けたことに今までの皆様の御協力の賜物だと改めて感じ
させられました。 
出席された方々、またリモート聴衆された方々、今回は平日開催となりお忙
しい中、ご参加くださりありがとうございました。   文責：中川静夫 

    クリスマス忘年会プログラム 

            司会  松田 禎胤 

・会長挨拶       会長  西原芳博 

・乾 杯        元会長 谷口  勉 

・晩 餐 

・歌とピアノのミニライブ    山口ひとみ 

・大阪難波RACメンバー紹介＆活動報告     

・プレゼント抽選会 

・閉会挨拶     友好委員長 清水一人 

・記念撮影 

１２月 会員夫人誕生日 おめでとうございます 

12月14日 立花英司会員夫人  玲子様   12月17日 比嘉廉丈会員夫人  邦子様   

12月19日 荒山義雄会員夫人  敬子様      12月20日 中井政嗣会員夫人  栄子様   

12月21日 北橋茂登志会員夫人 道子様   12月31日 林 博之会員夫人  啓子様 

ニ コ ニ コ 箱 報 告 

前 回 の 合 計     ￥４５，０００ 

本日までの累計    ￥９６５，０００(48％達成) 

12月末の予算額  ￥２，０００，０００ 

出 席 報 告 

前回 １２月２日 ３週前 １１月１１日 

会 員 総 数 ５ ８ 名 
出席免除を除く      

ＭＵを含む  

修正出席率 7 3 . 0 7％ 

出 席 会 員 数 ４ １ 名 

出 席 率 ８ ０ ％ 

年次総会議事録 
1.次々期会長及び次期理事候補者について原案通り承認された。 

 次々期会長候補者：福田 忠会員 

 次期理事候補者：石川益三会員、伊藤 仁会員、清水一人会員、三島敏宏会員、荒山義雄

会員 

１２月度定例理事会議事録 
1.12月9日(木)は開始時間を変更し、18時より例会、18時30分よりクリスマス忘年会を開催すること
が報告された。 

2.ガバナー補佐セクレタリーについて、11月の理事会で3名のセクレタリーを人選する事が承認され
たが、ガバナー補佐と共にクラブ協議会へは出席することができない為、セクレタリーは設置せ
ず、会長幹事でガバナー補佐をサポートをすることが承認された。 

3.2022-23年度地区委員会出向者について、米澤 勉会員、福田 忠会員を新規出向者として推薦する
ことが承認された。 

4.1月の職業奉仕月間卓話とフォーラムについて、月間卓話は地区より卓話にお越しいただき行う予
定であり、フォーラムについては新型コロナウイルス感染拡大の状況を見ながらではありますが
3月～4月に開催を予定していることが報告された。 

5.大阪難波ロータリークラブクラブビジョンの旗を発注することが承認された。 
6.菰田吉見会員、中井政嗣会員より2022年6月30日までの出席免除申請書が提出され承認された。 
7.望月英成氏を名誉会員として推薦する名誉会員推薦状が提出され承認された。今後、ご本人に打
診することが報告された。 

8.地区国際奉仕委員会より提案があった「国際奉仕プロジェクト」への参加は見送ることが承認さ
れた。 

9.2022-23年度IMロータリーデーは当クラブがホストで開催する事となっており、開催希望日を 
2023年2月～3月で地区へ連絡することが報告された。 

10.副SAA業務であるニコニコ箱報告について、今年度は友好委員会の方にもご協力頂くことが承認
された。 



★来客紹介：友好委員 
  川上会員のゲスト 堀井瑞恵様 
           貴島千景様 
    
 
 
 
 
 
 
★会長報告：西原会長 
1.本日のお客様は、川上会員のゲストで堀井瑞
恵様、貴島千景様です、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.先週の土曜日に77歳の母親の補聴器を作りに
行ってきたのですが、お客はというと70～80
代の方が多く、私のような息子、娘さんが付
き添っておられる姿を数人見ました。私の母
は耳が遠くなっているものの、まだまだ元気
ですが、周りの年配の方たちは身体も辛そう
な人が多いように感じました。母も近いうち
あんな感じになるのかと思いながら、その日
昼から和太鼓部の練習に向かうと、そこには
いつものように元気な会員の方たちがいらっ
しゃり、又毎週お会いするロータリーの先輩
方も肌つやも良く、よく食べ、よく笑ってお
られる方が多く、やはりロータリアンでいる
という気持ちが先輩たちの元気の源のひとつ
だなぁと、しみじみ感じた先週でした。 

 クラブ奉仕と申しますと、同好会や太鼓部も
その役割を果たしています。我がクラブは先
週話しました和太鼓部の他、遠藤元会長が
引っぱる写真同好会や、福田会員がキャプテ
ンを務める野球同好会があります。どれもク
ラブの親睦の役目を果たしています。和太鼓
部の話に特化しますと、1月には毎年行ってい
る拘置所への慰問の演奏が決定しました。コ
ロナ禍でなければ6月には四天王寺悲田院の慰
問、12月に拘置所や大阪府肢体不自由者気協
会に集う障碍者の方たちのクリスマス会への
訪問、そして我がクラブのクリスマス家族会
でも演奏しておりました。 

 四天王寺悲田院では演奏後に北橋元会長がマ
イクで入所の老人の方々に実は私皆様より年
上なんですわ、とおっしゃられ老人の方が驚
かれるというやり取りがあったり、色々楽し
みつつ奉仕の場を広げております。そういう
こともあり、和太鼓部としてニコニコ会計よ
り15万円の予算計上して頂き、奉仕活動を求
められる立場となっております。是非、和太
鼓部入部もご一考願えれば幸いです。又、今
週金曜日は地区大会がございます。地区大会

ではRI会長のビデオメッセージが流され、地
区財務報告、決議委員会報告がされます。決
議の採択は事前にウェブサイトから各クラブ
から投票を行いました。当クラブからも賛否
を投票させて頂きました。内容は、10号議案
まであり、RIの多様性、公平さ、インクルー
ジョンへのコミットメントに賛同し推進する
件や大阪関西万国博覧会の成功に向け協力す
る件、大阪のロータリー100周年に向けた準備
を推進する件などでございます。今のRIや地
区の方針も理解できる場となっておりますの
で、ご参加の程、お願い致します。 

 
★幹事報告：中川静夫幹事 
1.本日例会終了後、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、オンラインでご出席の方へ視聴方法とパ
ンフレットをメールにてお送りしております
ので、ご確認よろしくお願い致します。 

3.来週12月9日の例会は、18時よりロイヤルクラ
シック大阪にて開催させていただきますので
お間違えの無いよう宜しくお願い致します。 

4.千田会員、西原会員ご推薦の吉田啓介氏の入
会が決定いたしました。１２月１６日にイン
フォメーションと入会式を行います。 

 
★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１２月号の紹介」 
横P.7～17 [特集：疾病予防と治療月間－コロナ禍
でも負けない私の！「元気に過ごすコツ」] 

 12・13ページは当地区大阪梅田RCの相原克偉 会
員の淡路島・大阪2拠点生活「海を眺めながらの
巣ごもり生活」が紹介されています。 

縦P.14～15 [私の一冊] 人生を変えた一冊、思い
入の深い一冊、最近感動した一冊を消化するコー
ナーで大阪難波RCの中川博之 会員の「LIFESPAN 
老いなき世界」が紹介されています。 

 
◇友好委員会：清水委員長 
12月9日クリスマス忘年会ですが、例会終了後の
18:30よりロイヤルクラシック大阪にて開催させ
ていただきますので、宜しくお願い致します。 
 
◇写真同好会：遠藤会員 
先週パンフレットをお渡しいたしましたが、
2022年1月13日～18日のオールドレンズの世界展
を開催致します。是非お越し下さい。 

★ニコニコ箱報告：岡本副SAA 
西原芳博：クリスマス忘年会に向け、友好委員の

皆様、準備を進めて頂き、ありがとう
ございます。 

中川静夫：誕生日、自祝。 
遠藤友一郎：令和4年1月13日～18日のオールドレ

ンズの世界展に是非お越し下さい。 
森 圭司：例会欠席お詫び。 
三島敏宏：米澤会員、楽しそうなお写真を有難う

ございました。 
早栗義文：家内の誕生日にきれいな花束を頂き、

ありがとうございました。 
本間一成：いよいよ師走、又、コロナのうわさが

ちらほらと、風邪に気を付けましょ
う。来週Xmas会楽しみです。 

荒山義雄：㈱牛長第74期を迎える事が出来まし
た。皆様のおかげです。ありがとうご
ざいます。 

宮本倫明：新入会員歓迎会、例会欠席お詫び。お
かげさまで、無事退院しまして日常を
取り戻しつつあります。皆様も健康第
一でお過ごし下さい。 

 
★卓話  
テーマ
卓話者  川上次郎会員 
 
大阪の夢洲でＩＲ事業を進めていますMGMリゾー
ツは世界８つの国と区域で31か所の滞在型統合型
リゾートを運営し、売上は１０８億ドル、従業員
８２，０００人の企業です。 
ラスベガスにおいては最大のＭＩＣＥ事業者であ
り、米誌フォーチュンで世界で最も賞賛される企
業の１社に選ばれました。 
ＩＲとは？ 
1. 大型の複合的なレジャー施設 
2. ランドマークとなる斬新な建築と心躍るアト
ラクション 
3. 年中無休の会議・コンベンション施設（MICE） 
4. 世界最高のエンターテイメント 
5. 地域の伝統と文化を融合 

6. 驚きが生まれるコンテンツ 
7. 地域観光の促進 
であります。 
ＩＲはレジャー客、ビジネス客両者を呼び込むこ
とができ、カジノだけでなく飲食は当然のことな
がらショッピングや、エンターテイメントを楽し
むことができます。 
大阪では２年連続、天神祭において奉排船を出し
地元の方々を招待し船渡御に参加するなど地域に
密着した活動をしています。 
ＭＧＭと共同事業者のオリックスが提出した提案
書概要によりますと、初期投資１兆８００億、年
間来場者数２０５０万人、ビジョンとして、「大
阪に“ＷＯＷ！”ＮＥＸＴ」開発コンセプトとし
て「結びの水都」とし「アジアの中心となる国際
競争力のあるグローバル都市・大阪」を実現する
エンジンとなり、世界最高水準となる、オールイ
ンワンＭＩＣＥ誘致、利用者需要の高度化・多様
化に対応した宿泊施設を複数整備（全体で２５０
０室規模）し、日本の魅力を高め、世界に向けて
発信する魅力度増進施設、大阪・関西・日本全国
の観光地への送客を実現する送客施設整備し、収
益により再投資していく持
続的に発展する成長型ＩＲ
とな
りま
す。 
 
 
 

 
 

 

  前回の記録  第９回 １２月２日（木） 

堀井瑞恵様   貴島千景様 

今月お誕生日を迎えら

れる会員各位。 

１２月４日（土）四天王寺悲田院へ、前年度に寄贈させて頂いた木製ガーデンベンチ３脚の寄贈品贈呈式並び
に、安全祈願法要及び社会奉仕事業団物故者慰霊法要に参加させて頂きました。当クラブの参加者は、川口直前
会長、谷口元会長、そして私福田の３名でございました。 
前々年度、前年度と新型コロナウイルスの影響で、毎年６月に行ってまいりました虫歯予防デー演芸会は開催で
きておりませんが、本来であれば四天王寺悲田院様の年間五大行事の中に、その「虫歯予防デー演芸会」が入っ
ているとの事。 
谷口元会長の岳翁で在られます雅彦様の時代から三十幾年、和太鼓部やピアノの木下さんの演奏など当クラブが
関わってきた行事がそのような位置付けである事に大変喜びを覚えると共に、今年度は入所者の方が楽しみにし
ておられる演芸会が開催されることを切に願うばかりです。 文責：前年度幹事 福田 忠 


