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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２３日（木） 

テーマ 「半期を振り返って」

卓話者  西原芳博会長 

     中川静夫幹事 

ロータリー４つのテスト 次 回 の 卓 話 

 

１月１３日（木） 

新年互礼会 

 
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 ） 

 ２０２１．１２．２３  №２１３０ 

これからの予定 

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     

  1月20日（木）例会 

第１２回例会  本日のプログラム 

開 会 （点鐘） 通算第２１３０回例会 

・ロータリーソング「四つのテスト」 

・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    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 

・卓話 

 

閉 会 （点鐘） 

 

ニ コ ニ コ 箱 報 告 

前 回 の 合 計    ￥１１０，０００ 

本日までの累計  ￥１，２２０，０００(61％達成) 

12月末の予算額  ￥２，０００，０００ 

出 席 報 告 

前回 １２月１６日 ３週前 １１月２５日 

会 員 総 数 ５ ９ 名 
出席免除を除く      

ＭＵを含む  

修正出席率 8 0 . 3 9％ 

出 席 会 員 数 ４ ０ 名 

出 席 率 ７ ６ ％ 

 ♪ 四 つ の テ ス ト 

  真実かどうか 

  みんなに公平か 

  好意と友情を深めるか 

  みんなのためになるかどうか 

１２月 入会記念日 おめでとうございます 
 

   12月6日 井上満昭会員 平成19年    12月7日 石川益三会員 平成18年 

大阪難波RACのメンバーが、クリス

マス忘年会の御礼を述べにお越しく

ださいました。 

本日入会された 田啓介会員と 

紹介者の千田忠司会員 

持ち回り理事会議事録(2021.12.16） 

1.下期会費減額について、 

上期令和3年7月1日から9月30日まで休会となったため、この期間の例会開催費等を下期会費請求

分より差引とさせていただく事が承認された。ご返却すべき金額の内訳は次の通りです。 

①休会期間(7月1日～9月30日)の例会費(食事費込み)が休会により不要となった 

②理事・役員会議の開催がリモートとなり会場費が不要となった 

これらの支出不要となった金額が1,740,000円 

従って1,740,000円÷57名(該当会員数)＝30,000円(端数処理とさせて頂きました)を減額する。但

し、該当会員とは上期会費(7月～12月半年分)の全額納入者です。 以上のことが承認された。  

ベネファクター      マルチプルポールハリスフェロー    ポールハリスフェロー 

西原会長         岡本会員      鉃﨑会員     三島会員 

（お知らせ） 

１月６日は休会です。 

次回例会は１月１３日（木）です。 

  事務局 冬休み  

12月28日(火)～1月5日(水) 

 緊急連絡は中川静夫幹事まで 

お願いします。 

(中川幹事携帯090-4565-4858） 



★来客紹介：ありません。 
 
★会長報告：西原会長 
1.先週はクリスマス忘年会お疲れ様でした。又、
清水友好委員長、中川・松田両副委員長、規模
縮小を感じさせないイベント運営のお陰で大変
盛大な催しが出来た事、心より感謝申し上げま
す。又、当日は大阪難波ローターアクトクラブ
の会員の方々も参加し花を添えて頂き、自己紹
介や活動報告が行われ、福田青少年奉仕委員長
のもと、一致団結している姿を目にし、新しい
家族が加わったワクワクする気持ちで、彼らを
迎えいれることが出来ました。さて、そのRAC
について、現在のRIの方針についてお話を少し
させて頂きます。2019年規定審議会においてRI
（国際ロータリー）の組織規程を改定し、RAC
がRIの加盟クラブに含まれる事となりました。
これはローターアクターとロータリアンから成
る「ローターアクター地位向上タスクフォー
ス」を任命した結果、組織内部で緊急性の高い
問題の解決や企画の開発などを行なうために一
時的に構成された組織の事を指しますが、この
タスクフォースはローターアクターの新しい立
場をより正確に反映する方針を提案するもの
で、ロータリーの奉仕や親睦に関わり討論でき
る場を設け、あらゆる機会をローターアクター
に提供するというものです。これが採択された
背景には国際ロータリー2019年1月の理事会に
てロータリーの「多様性、公平、インクルー
ジョン」といったDEIと呼ばれるものの声明を
採択しましたし、それを根付かせるためにその
後、RIは2020年9月にはDEIタスクフォースを設
置しております。こういったRIの現代の流れに
RACも参画してもらい、ロータリーをより多様
性ある集団へと導こうという事のようです。 

2.今朝の情報番組で三省堂が発刊している国語辞
典に新たに組み入れる言葉、抹消される言葉が
発表されました。新しい言葉では、10代の若者
が使う「ぴえん」という、しくしくと泣いてい
る様子を表す擬態語や「えもい」という感情が
動かされた状態を表し、エモーションの略とし
て使われる言葉が選ばれ、また、消えゆく言葉
として「スッチー」「コギャル」カラオケの
「歌本」などが該当したようです。また、受け
答えに使う「そうなんですね」という言葉も新
語として選ばれました。これは「そうなんです
か」では語尾が強いため、若者なりの気遣いで
言葉をやわらかくしたものですが、年配の方に

は違和感があり、不評のようです。 
 このように、言葉ひとつでも色んな時代背景が
あり、我々のクラブにおいても干支でいうと４
まわり程の年齢の差がありますが、先輩も中堅
も新人の方も皆が尊重し合い、RACの在り方も
含め、年齢、職業、地域性、国際性、性別、多
岐にわたり、冒頭申し上げた「多様性」をもっ
たクラブ作りができればと思う次第です。 

 
★幹事報告：中川静夫幹事 
1.ロータリー財団への寄付の表彰をさせていた
だきますので、お名前を呼ばせて頂きますの
で前の方へお出ましください。 

 ベネファクター西原会長 
 マルチプルポールハリスフェロー鉃﨑会員、
岡本会員、 

 ポールハリスフェロー三島会員 です。 
 
★委員会報告 
◇会計：岡西会員 
下半期の会費減額についての説明 
 
◇青少年奉仕委員会：福田委員長 
大阪難波ローターアクトクラブ12月度第2例会及
び懇親会を12月23日(木)19:30～22:00 ニュー
ミュンヘン南大使館にて開催させていただきま
す。ご参加頂ける会員の方は事務局までお知らせ
ください。 
 
★ニコニコ箱報告：清水会員 
西原芳博：クリスマス忘年会、皆様お疲れ様でし

た。清水友好委員長はじめ友好委員の
皆様、お世話になりました。 

西原芳博： 田さん、ようこそ大阪難波ロータ
リークラブへ。 

中川静夫： 田さん、入会おめでとうございま
す。一緒にロータリーライフを楽しみ
ましょう。 

北田好文：クリスマス会において、清水友好委員
長、友好委員の皆様、大変お世話にな
りました。 

千田忠司： 田さん、ご入会おめでとうございま
す。 

荻原 奨： 田さん、入会おめでとうございま
す。本日インフォメーション担当させ
て頂きました。 

白野陽一：クリスマス会、清水友好委員長はじめ
友好委員の皆様、大変お世話になりま

した。ドライヤーは使います。 
川口栄計：クリスマス忘年会、清水友好委員

長、お疲れ様でした。 
松浦孝尚：クリスマス忘年会、西原会長、中川

幹事、清水友好委員長、友好委員の
皆様、お疲れ様でした。 

立花英司：クリスマス忘年会、清水友好委員長
及び友好委員の皆様、お世話になり
ありがとうございました。 

立花英司：妻の誕生日にきれいな花を頂きまし
てありがとうございました。 

米澤 勉：クリスマス忘年会、西原会長、中川
幹事、清水友好委員長、お世話にな
りました。 

福田 忠：クリスマス忘年会、西原会長、中川
幹事、清水友好委員長初め友好委員
の皆様大変お世話になりました。 
RACメンバーにもあのような機会を頂
きありがとうございました。 

森田 納：クリスマス忘年会、清水友好委員
長、お疲れ様でした。本日卓話よろ
しくお願いいたします。 

森 圭司：清水友好委員長、友好委員の方々先
週はありがとうございました。クリ
スマス忘年会、大変楽しませて頂き
ました。 

清水一人：クリスマス忘年会、お疲れ様でし
た。西原会長、RAC１７名分の食事代
を出していただきありがとうござい
ました。鉃﨑会員、魔王差し入れあ
りがとうございました。 

鉃﨑 薫：クリスマス忘年会、ご苦労様でし
た。個人的に最近少し良いことが有
りました。 

三島敏宏：クリスマス忘年会、ありがとうござ
いました。清水委員長はじめ友好委
員の皆様、お疲れ様でした。 

長田博文：結婚記念日に素敵なお品物ありがと
うございました。 

 田啓介：本日より入会させて頂きます。今後
共よろしくお願いいたします。 

 
★卓話  テーマ 「2020年アルガオ奉仕活動」 
     卓話者  森田 納会員 
 
２０１８年岡西会長年度の時に、台中西南RC、
釜山西北RCとの４０年続いた奉仕活動を３年に
一回にしないかと台中西南RCから提案があり、
その年の国際奉仕活動を何にするか模索してい
たところ、岡西会長より元大阪狭山市長である
吉田様をご紹介いただきました。吉田様はフィ
リピン、セブ島において貧困層の子供達に奉仕
活動をされている方です。色々と話を聞き調査

し、アルガオ地区での奉仕活動がはじまりまし
た。福田会員の協力のもと現地のやりとり、郵
送の手続き地区補助金を申請することもできま
した。 
１回目は、２０１８年１１月に当時岡西会長、
久保幹事、福田国際奉仕委員長と古着の寄贈を
おこないました。２回目は、２０２０年２月に
岡西会員、川口会員、松田国際奉仕委員長、福
田会員、岡本会員と６名でアルガオ地区へ行き
ました。そこでは、カバン、服、文房具などを
現地の小学校３校で子供達に会話をしながら直
接手渡しをすることができ、子供達の笑顔を見
ることができました。３回目の川口会長年度時
は、新型コロナの影響で渡航することができ
ず、古着の郵送のみとなりました。 
新型コロナが落ち着いたらきっと現地の子供達
は待っているかと思いますので、早く再開でき
たらいいなと思っています。 

 

 

  前回の記録  第１１回 １２月１６日（木） 


