２０２２．１．２０
つつ、手がけてきた事業を大きくしたいと
考えています。様々な事業をやっています
ので、そこで得た知識や経験をロータリー
に還元できたらいいなと思っていますの
で、今年もよろしくお願いいたします。
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（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

１１月
1月 3日

結婚記念日

宮本倫明会員ご夫妻

今日の卓話

おめでとうございます
1月23日

坂本正樹会員ご夫妻

１月２０日（木）
テーマ
「広報・ホームページ委員会

１月度定例理事会議事録
1.2月19日開催のIM第4組ロータリーデーについて、ホストクラブである東大阪東ロー
タリークラブより今年度はYouTube配信での開催となるため、大阪難波ロータリーク
ラブは、2月19日を移動例会とし、より多くの会員の皆様で揃って視聴してほしいと
お願いされましたが、当クラブは木曜日の例会はそのまま開催し、2月19日に出席可
能な会員の皆様、特に理事役員並びに入会3年未満の会員様にスイスホテルへお集ま
りいただき視聴する事が話し合われ承認された。
2.職業奉仕フォーラムについて、フォーラム開催時期と内容について検討中であること
が報告された。
3.三姉妹共同国際奉仕事業（旧WCS）について、今年度は当クラブがホストとなるの
で奉仕内容を検討中であることが報告された。また、今年度が姉妹クラブ継続更新の
年となるので、コロナ禍の為、更新方法が話し合われた。
4.下半期友好行事について、3月20日(日)大阪城リレーマラソンを予定、また友好ゴル
フコンペ、打ち上げ家族旅行も検討中であることが報告された。
5.2月6日(日)地区RAC全国一斉献血が行われ、大阪難波RACの担当は難波バス停横（高
島屋前）で、時間は11:30～13:30、14:00～16:00となっており大阪難波RACのメン
バーが活動する予定であることが報告された。
6.大地庸元会員より出席免除申請書が提出され、承認された。

の取り組みについて」

次回の卓話

これからの予定
1月27日（木）例会
2月 3日（木）例会・定例理事会
2月10日（木）例会
2月17日（木）例会
2月19日（土）IM第4組ロータリーデー

【日時】2022年1月27日(木)19:30～21:00
【場所】河原センタービル4F
大阪市中央区難波千日前5-19
【内容】各委員会 今年の目標と抱負
【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

吉川秀隆 ）

ロータリー４つのテスト

１月２７日（木）
テーマ
職業奉仕月間卓話
「ロータリーの職業奉仕
歴史と変遷」
卓話者

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

卓話者
第１４回例会

♪

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２１３２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 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

閉

会

（点鐘）

￥１６５，０００

本日までの累計

￥１，４５５，０００(62％達成)

1月末の予算額

￥２，３３０，０００

出
前回
会

大阪難波RAC1月度第2例会

№２１３２

員

席 報

１月１３日
総

告
３週前 １２月９日

数 ５ ８ 名
出席免除を除く

出 席 会 員 数 ３ ４ 名 ＭＵを含む
修正出席率83.01％
出
席
率 ６ ５ ％

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

１月は「職業奉仕月間」です
前回の記録

第１３回

★来客紹介：ありません。
★会長報告：西原会長
1.新年あけましておめでとうございます。
年末の半期を振り返ってでも申し上げました
が、昨年7月から9月はコロナウイルス感染拡大
により例会休会、10月から12月はコロナウイル
ス減少に伴い例会を再開し、立て続けに奉仕と
親睦行事を繰り返し行う事となりました。会員
の皆様には大変慌ただしい状況下でロータリー
ライフを送っていただきましたが、多大なるご
協力をいただき、半期を終えることができまし
た事、感謝にたえません。
さて、今年は昨年末の流れで積極的な活動をと
考えていましたが、ここ数週間で一気に雲行き
が怪しくなった新型コロナウイルス オミクロン
株の勢いが増し、各地でパンデミックが起こる
中またしても我々の頭を悩ます状況となってき
ております。3月から4月に行う予定の職業奉仕
フォーラムやクラブ研修に位置付けられる
「ロータリーを知りましょう会」、三姉妹合同
例会は中止になりましたが、当クラブが今年度
ホストである三姉妹共同国際奉仕、3月20日ごろ
開催予定のチャリティーマラソン、友好行事も2
月～3月のグルメ会やゴルフコンペ、未定ではあ
りますが春の桜の会などを予定しております。
さらに6月の打ち上げ家族旅行など予定が目白押
しの中、またしても気を揉むもどかしい時期を
過ごすことになりそうですが、今できることを
昨年と変わらず粛々と行っていく事が、私たち
に与えられた使命であります。
さらに2660地区があげております、地区中期五
か年目標も今年度が最終年度となります。
1.クラブのサポートと強化
2.人道的奉仕の重点化と増加
3.公共イメージと認知度の向上
我がクラブは歴代会長のもと、会員様のご協力
を得て知恵を絞り労力を費やし、大方の目標を
達成しました。
2022年1月から6月すべきことは襷を最後まで繋
ぎ、次の中長期へ、紡いでいくことです。
下半期も上半期同様に中川幹事、理事役員の皆
様と共に、会員の皆様のお力を目一杯お借り
し、精進して参ります。引き続きのご協力賜り
ますよう、よろしくお願いいたしまして、年始
の御挨拶と致します。
2.昨日、FAXで皆様にご通知させて頂きましたが、
会員の櫻井明さんが１月２日にお亡くなりにな
りました。

１月１３日（木）

★幹事報告：中川静夫幹事
1.本日例会終了後、定例理事会を開催させていた
だきますので、理事役員の方はご出席下さい。
2.下期会費のご請求書をメールボックスに入れさ
せていただいております。会費は高額になりま
すので、恐れ入りますが銀行振込していただき
ますよう、よろしくお願い致します。
★委員会報告
◇クラブ会報・雑誌委員長：赤坂委員長
「ロータリーの友１月号の紹介」
横P.5 シェカール・メータRI会長メッセージ
今月は「職業奉仕月間」です。メータ会長は、
自らも、2004年のスマトラ島沖地震で壊滅的被
害を受けたインドで、建築に携わる職業人とし
て500戸の住宅を建設した経験を踏まえ、間接的
職業奉仕の実践、すなわち職業を生かして世界
で良いことをしようと呼び掛けています。世界
の失業者数は女性と若者を中心に2022年には2億
人を超えると言われていますが、これらの人々
のための再就職の訓練は重要で、世界のロータ
リークラブでセミナーの開催等様々な取り組み
が行われています。みんなの人生を豊かにする
ための奉仕の中で職業上のスキルを活用して欲
しい。メータ会長の思いが伝わります。
縦P.20～24 [ロータリーアットワーク：写真編]
22ページに当地区高槻東RCが実施した地元の小
中学校への環境学習支援プロジェクトが、23
ページには大阪天王寺RCが実施した真田丸跡地
の散策と清掃奉仕プロジェクトが掲載されてい
ます。
縦P.25～28 [ロータリーアットワーク：文章編]
25ページに昨年6月に設立された大阪難波RAC初
の社会奉仕活動「AED実証実験への参加」の記事
が掲載されています。
この他にも興味深い記事が多々掲載されていま
す。是非ご活用ください。
★ニコニコ箱報告：三島副SAA
西原芳博：新年明けましておめでとうございま
す。本年も宜しくお願い致します。オ
ミクロン株との戦いは続きますが、残
り半年皆様のお力添えお願い申し上げ
ます。
中川静夫：明けましておめでとうございます。本
年もよろしくお願いします。
北橋茂登志：明けましておめでとうございます。
１月１日誕生日、自祝。
大地庸元：あけましておめでとうございます。本

年もよろしくお願いします。
北田好文：あけましておめでとうございます。
本年もよろしく。誕生日、自祝。
千田忠司：明けましておめでとうございます。
本年も宜しくお願い致します。
荻原 奨：あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
白野陽一：あけましておめでとうございます。
本年も宜しくお願いします。
伴井敬司：新年おめでとうございます。本年も
宜しくお願いします。
菰田吉見：新年明けましておめでとうございま
す。今年もよろしくお願い致します。
寒さ厳しき折、皆様くれぐれもご自愛
下さい。
西野文秀：おめでとうございます。今年も皆様
よろしくお願いいたします。
岡西豊博：明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いします。
川口栄計：新年あけましておめでとうございま
す。本年もよろしくお願いします。
石川益三：沢山のお年賀のおはがきをいただき
ました。ありがとうございます。 西
原会長、中川幹事にはあと半年色々と
ご苦労をおかけしますがお願いしま
す。
伊藤 仁：皆様あけましておめでとうございま
す。今年もよろしくお願いします。
松田禎胤：新年明けましておめでとうございま
す。本年もよろしくお願い致します。
福田 忠：新年明けましておめでとうございま
す。大変な時期ですがロータリー活動
には変わらず奮励努力してまいりたい
と思います。本年もよろしくお願い致
します。
森田 納：あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
森 圭司：今年もよろしくお願い致します。
清水一人：今年もよろしくお願いします。
赤坂 宏：本年もよろしくお願い致します。
鉃﨑 薫：謹賀新年、本年も宜しく御願いしま
す。
三島敏宏：新年明けましておめでとうございま
す。本年も宜しくお願い致します。自
宅地番変更しておりまして、ご迷惑を
おかけしました。
早栗義文：新年明けましておめでとうございま
す。今期も西原会長、中川幹事、会員
の皆様よろしくお願いします。
本間一成：明けましておめでとうございます。
本年も宜しくどうぞ。
中川博之：明けましておめでとうございます。
2022年度もどうぞよろしくお願い致し
ます。
岡本真一郎：明けましておめでとうございま
す。ポストをリニューアルしました。

名前が入っていないのでご迷惑おかけ
しました。現在（岡本入っています）
宮本倫明：本年もよろしくお願いいたします。
川井宗次：今年もよろしくお願いします。皆さ
ん、健康に気をつけてください。
日髙雅哉：新年第１回目の例会、皆様にお会い
出来ますことを心待ちにしておりまし
た。
長田博文：明けましておめでとうございます。
妻の誕生日には素敵なお花をありがと
うございました。今年もよろしくお願
いします。
★卓話
「年男の抱負」千田忠司会員
改めまして本年もよろしくお願いいたします。
７２歳になりました。ロータリーに入会して
２７年目になります。２７年前といえば阪神大
震災の年であります。その年の８月に入会した
のですが、当時千日前商店街の理事長をさせて
いただいておりまして、支援物資等の奉仕活動
をおこなっておりました。その時に感じたの
は、いくら単体で頑張っても限界があるという
ことでした。震災の復興支援だけでなく社会奉
仕や職業奉仕もやっぱりいろんな団体と協力し
て活動することがいいと思っていたところロー
タリークラブのお誘いがあり入会いたしまし
た。色んな奉仕を経験しロータリー以外でも大
阪活性化実行委員会で商店街や地域とか企業様
また商工会議所、観光局など行政も含めて
オール大阪で活動することになりました。ま
ず、昔は大阪は怖いというイメージがありま
したので、安心安全な大阪にしていこうと活
動しました。その次に大阪っておもろいなっ
て思われるまちづくりを考えています。色ん
な魅力や財産があるのでアフターコロナを見
据えスマホやＶＲを使った外国人や車いすの
方でも楽しんでいただける
ような、優しく楽しい観光
案内など楽しい仕掛けを考
えています。そして難波か
ら日本は、もとより世界に
観光都市大阪を目指し発信
していこうと考えていま
す。
「年男の抱負」坂本正樹会員
あけましておめでとうございます。昨年は、
コロナに振り回された１年になりました。
民泊など宿泊業は壊滅的なダメージを受けま
した。だけどやれることはやろうと新規事業
の立ち上げをしました。その立ち上げた事業
も昨年末にようやく目が出始めました。今年
は、新たに二つの事業を立ち上げるために手
続きをしています。今年は新しい種まきをし

