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１２月 結婚記念日 おめでとうございます
12月 1日
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長田博文会員ご夫妻

（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

次回の卓話

１２月１６日（木）

１２月２３日（木）

テーマ

卓話者

ロータリー４つのテスト
言行はこれに照らしてから
１．真実かどうか

テーマ 「半期を振り返って」

「2020年アルガオ奉仕活動」
森田

卓話者

納会員

第１１回例会

吉川秀隆 ）

２．みんなに公平か

西原芳博会長

３．好意と友情を深めるか

中川静夫幹事

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２１２９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

会長賞の液晶テレビを網干会員のご子息がGET

北田元会長からのみかん5箱はRACメンバーが♪

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
本日までの累計

￥１，１１０，０００(55％達成)

12月末の予算額

￥２，０００，０００

出
前回
会

閉

これからの予定
12月23日（木）例会
12月30日（木）休会
1月 6日（木）休会
1月13日（木）新年例会・定例理事会

会

（点鐘）

￥１４５，０００

員

席 報

１２月９日
総

告
３週前 １１月１１日

数 ５ ８ 名
出席免除を除く

出 席 会 員 数 ４ ４ 名 ＭＵを含む
修正出席率73.07％
出
席
率 ８ 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

前回の記録

第１０回

★来客紹介：ありません。
★会長報告：西原会長
1.本日はクリスマス忘年会前の夜間例会という
事で、変則の短い時間での例会となります
が、皆様もお気づきの通りRAC会員の皆様にも
例会から参加して頂いております。RACの皆様
は是非、ロータリークラブの雰囲気を味わっ
て頂ければと思います。
2.先週は地区大会に多数ご参加頂き、ありがと
うございました。2019-2020年度の表彰では、
「意義ある奉仕賞」
「ロータリー賞」
「100ﾊﾟｰｾﾝﾄ『Every Rotarian,Every Year』クラブ
「100ﾊﾟｰｾﾝﾄ『ロータリー財団寄付』クラブ
米山功労クラブ
End Polio Now：ポリオ感謝状
以上を受賞し感謝状を贈呈されました。改め
て前年度、川口直前会長、福田直前幹事の功
労に敬意を表したく存じます。さらに、会員
個人に与えられる賞では、「ロータリー財団
地区奉仕賞」これはロータリー財団への寄付
が＄6000に達した方に送られる賞で我がクラ
ブから岡本会員が受賞されました。当クラブ
にはこのような名誉ある賞を頂く会長幹事や
個々会員がいらっしゃいます。非常に誇らし
く思った次第です。
3.先週の年次総会で次々期会長候補者に福田会
員、次期林会長年度の理事候補者に石川会
員、伊藤会員、清水会員、三島会員、荒山会
員が承認されました。ロータリー役職は単年
度でメンバーもガラッと変化し続けますが、
クラブとしての奉仕と親睦は単年度単年度ご
とに直前会長の言葉を借りると「紡ぐ」事を
続け、成長し続ける事が地区が掲げる中長期
計画にもつながっていくと思われます。是
非、全世代で紡いで参りましょう。
★幹事報告：中川静夫幹事
1.本日の週報に理事会の議事録を掲載させてい
ただいておりますので、ご確認宜しくお願い
致します。
★委員会報告
◇出席プログラム委員会：本間委員長
本日の会員総数58名、本日の出席会員数44
名、ホームクラブ出席率は83％でございま
す。11月11日の修正出席率は73.07％でござい
ます。
★ニコニコ箱報告：三島副SAA
西原芳博：本日は、クリスマス忘年会、清水友好委
員長はじめ皆様お世話になります。

１２月９日（木）

中川静夫：クリスマス忘年会、楽しませていただき
ます。宜しくお願いします。
大地庸元：クリスマス会、楽しませて頂きま
す。
千田忠司：よろしくお願いいたします。
夏 明義：一年間お疲れ様でした。忘年会、楽
しませて頂きます。清水委員長、友
好の皆様ありがとうございます。
伴井敬司：本日は友好委員の皆様ご苦労様で
す。楽しませて頂きます。
岡西豊博：クリスマス忘年会、皆様一年間お疲
れ様でした。清水友好委員長お世話
様です。
川口栄計：地区大会、皆様お疲れ様でした。
久保幸一：お花ありがとうございます。クリス
マス忘年会、よろしくお願いいたし
ます。
伊藤 仁：メリークリスマス！
林 博之：クリスマス忘年会、楽しみにしてお
ります。宜しくお願い致します。
松浦孝尚：クリスマス会楽しませて頂きます。
網干康史：クリスマス忘年会、友好委員会の皆
様宜しくお願い致します。
米澤 勉：クリスマス忘年会、楽しませて頂き
ます。よろしくお願いします。
松田禎胤：本日、司会進行をさせていただきま
す。宜しくお願い致します。
福田 忠：本日は、クリスマス忘年会、清水友
好委員長初め友好委員の皆様ありが
とうございます。RACメンバーもご招
待いただきとても喜んでおります。
西原会長、ありがとうございました。
森 圭司：クリスマス忘年会、楽しみにしてお
ります。宜しくお願い致します。
清水一人：クリスマス忘年会、よろしくお願い
します。
三島敏宏：クリスマス忘年会、楽しみにしてお
ります。ご準備頂き感謝しておりま
す。
早栗義文：忘年会、楽しくやりましょう。
中川博之：クリスマス忘年会、楽しみにしてまし
た！今日はよろしくお願い致します。
荒山義雄：メリークリスマス！！
岡本真一郎：Happy Christmas.ハッピークリス
マス。今日も楽しく。
宮本倫明：クリスマス忘年会、初参加させてい
ただきました。ご準備された皆様に
御礼。
川井宗次：今日の日を楽しみにしていました。
今年もあと少しですが宜しくお願い
します。
日髙雅哉：クリスマス忘年会、大変楽しみにし
ておりました。皆様よろしくお願い

します。谷口会員、子供へのプレゼ
ントをありがとうございます。二人と
も大変喜んでおりました。
坂本正樹：クリスマスプレゼントありがとう
ございます。娘が大はしゃぎして喜
んでいました。
長崎 武：クリスマス忘年会、楽しみにして
います。
段 正峰：クリスマス忘年会、幹事の皆様あ
りがとうございます。お疲れ様でし
た。

大阪難波RAC12月度第2例会及び懇親会
【日時】2021年12月23日(木)19:30～22:00
【場所】ニューミュンヘン南大使館
大阪市中央区難波千日前１２−３５
SWINGヨシモトビル2F
【内容】半期のフィードバックとこれからの課題
【ロータリアン登録料・懇親会代】3,000円+5,000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

12月9日（木）2021年度クリスマス忘年会を開催致しました。今年度はコロナ感染防止の為、例年の
クリスマス家族会のように家族のご参加はなく、会員と大阪難波RACの総勢64名の方がご参加下さ
いました。松田会員の司会進行で、西原会長の挨拶から始まり、乾杯のご発声を谷口元会長にして
頂き、楽しいクリスマス忘年会がスタートしました。
少し歓談後に山口ひとみ様、村尾亜計様による素敵なソプラノ歌唱を聞かせていただきました。
そして西原会長がご招待されました大阪難波RACのメンバーを紹介し、大阪難波RACのメンバーが
ご挨拶下さいました。
恒例のプレゼント抽選会の前に、谷口元会長から小学生以下の会員の子供達に特別なプレゼントを
提供してくださいました。また大阪難波RACには西原会長、中川幹事、清水友好委員長からお食事
券をプレゼントしました。
そして抽選会が始まり、最後の会長賞の当選者が白野元会長となりましたが白野元会長のご意向で
会長賞を再度かけてじゃんけん大会となりました。最後はRACメンバーで網干会員のご子息とRAC
メンバーで林会員のご子息の最終決戦となり、網干会員のご子息が会長賞の液晶テレビをGETしま
した。また北田元会長からみかん5箱をいただき、じゃんけん大会を行い、大いに盛り上がりまし
た。皆様本当にありがとうございました。
鉃﨑会員から魔王を2本頂き、二次会で飲ませていただきました。ありがとうございました。
文責：清水一人

