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１月 入会記念日 おめでとうございます
1月9日

宮本倫明会員

令和2年

1月31日

中川博之会員
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平成31年

（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

１月２７日（木）

２月３日（木）

休会の為、ありません

休会の為、ありません

吉川秀隆 ）

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
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

♪

四つのテスト

真実かどうか

１月２７日（木）は例会の予定でしたが
大阪府にまん延防止等重点措置が
発令されたため
本日は休会といたします。

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
ニ コ ニ コ 箱 報 告

前 回 の 合 計

大阪難波RACより
大阪府にまん延防止等重点措置の
適用が決定しましたので、
1月27日(木)に予定しておりました
大阪難波ローターアクトクラブの
1月第2例会は中止にいたします。
これからの予定
1月29日（土）2022-23年度のための地区ロータリー財団補助金セミナー
2月 3日（木）例会中止・定例理事会（ZOOM）
2月 5日（土）地区チーム研修セミナー
2月10日（木）例会未定
2月17日（木）例会未定
2月19日（土）IM第4組ロータリーデー
2月24日（木）例会未定

￥４５，０００

本日までの累計

￥１，５００，０００(64％達成)

1月末の予算額

￥２，３３０，０００
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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１４回

★来客紹介：長田友好委員
大阪難波RAC会長エレクト
福永翔太様
★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
大阪難波ローターアクトクラブ会長エレク
トの福永翔太様、ようこそお越しください
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.先週の定例理事会の議事録が週報に掲載さ
れておりますが、その中で２月１９日IM第
４組ロータリーデーのホストクラブ東大阪
東ロータリークラブから移動例会の要請が
あり、ロータリーデーのYouTube配信を会員
の皆様にスイスホテルにお集まりいただき
視聴することが承認されましたが、コロナ
禍の為これについて検討中との事ですの
で、皆様には改めてご報告させていただき
ます。
3.先週、今年のスタートを切って意気込んで
いましたが、この一週間でたちまち空気が
変わってきました。会員皆様もお感じの通
り、オミクロン株の拡大で、社会、経済、
世論、全ての雰囲気が去年とは180度激変し
始めております。3度目のワクチン接種が待
たれる中、ブレークスルー感染も増え、あ
ちこちで色んな会合や新年互礼会なども中
止の声が聞かれ、改めてコロナが及ぼす影
響にあきれ返らざるを得ない今日この頃で
あります。
今、世界では約３億３０００万人のコロナ
感染者を数え、死者が約５５０万人を超え
ました。しかし過去にはこれを超えるとも
言われているスペイン風邪が１９１８年に
発生し、１年以上にわたって世界的に猛威
をふるっていました。世界で約５億人が感
染、死者は約５０００万人とも言われてい
ます。スペイン風邪は第一次世界大戦中の
１９１８年３月にカンザス州の陸軍基地で
発生し、欧州に軍隊を送ったことで欧州全
域に、さらにアジア、アフリカ、南半球に
も感染拡大したとの事です。当時はラジオ
による公共放送が始まる前で戦時報道規制
外にあった数少ない中立国スペインからこ
の惨状が伝えられた事からスペイン風邪と

１月２０日（木）
いう名前が付きました。日本でも当時人口
約６０００万人のうち約４０％にあたる、
およそ２３００万人が感染、死者は３８万
人にのぼった様です。今の日本の感染者数
約１９３万人はその当時の約１/10。死者数
約１８０００人は当時の約１/20。現在より
医療の発達がなされていなかったことは言
うまでもありませんでしたが、当時として
は壊滅的な被害を受けていた事がうかがい
知れます。
スペイン風邪が１９２０年には終息したよ
うですが、この頃世界では１９１８年には
カリフォルニア州サクラメントとバーク
レーのロータリアンが換気の悪い場所での
会合を禁止、地元の屋外で例会を開催した
り、２０２０年にはオンラインで例会が行
われ、その頃には今と変わらない工夫が先
人たちにより行われていました。その間に
もロータリアンは世界各国で様々な世界の
疾病に対する奉仕を市民活動や社会活動の
最前線で行われていたことがRI第１０地区
のオハイオ州と第１１地区のインディアナ
州のガバナーの声明が残っています。
１９２０年にスペイン風邪が終息したよう
ですが、その直後に日本のロータリー初の
東京RCが設立しました。くしくもスペイン
風邪終息から１００年後の２０２０年、日
本ロータリー１００周年を迎えた２０２０
年に新型コロナウイルスが日本で拡大する
事となりました。
人類はこの様なウイルスとの戦いを幾度と
なく繰り返し、ロータリアンは成果を出し
今日にいたります。我々もこの難局を乗り
越え今できる事をこなして参りましょう。

★幹事報告：中川静夫幹事
1.来々週例会終了後、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。（ZOOMでの開催になりました）
2.本日の週報に定例理事会の議事録を掲載さ
せて頂いておりますのでご確認ください。
★委員会報告：ありません。
★ニコニコ箱報告：清水会員
西原芳博：皆様、オミクロン株に負けず健康
第一で頑張りましょう。

中川静夫：コロナ患者が減りますように。
山田誠一：妻の誕生日、自祝。
遠藤友一郎：１週間遅れましたが、新年おめ
でとうございます。オミクロン株
が広がっていますが、私個人的に
は今年の秋ごろに安心できる様に
なる先がけと思っています。今年
も宜しく。
徐 正萊：妻の誕生日、お花ありがとうござ
います。
林 博之：今年もよろしくお願いいたしま
す。誕生日のプレゼント有難うご
ざいました。
荒山義雄：あけましておめでとうございま
す。
長崎 武：妻の誕生日、素敵なお花有難うご
ざいました。
★卓話

テーマ

卓話者

中川博之広報HP委員長

本日の卓話は、中川会員に「広報・ホーム
ページ委員会の取り組みについて」をテーマ
にお話ししていただきました。
まず始めに、自己紹介をしていただきまし
た。１９７８年に東住吉区に生まれました。
ロータリーに入会した当初は一番若かったの
ですが、日髙さんや坂本さんが入会してきて
今は３番目に若い年齢となっています。趣味
は、コロナの間大変暇すぎて読書を始めら
れ、特に健康に関する本や司馬遼太郎の歴史
小説にはまり、そこで登場した人物のゆかり
の地に旅行に行くのが趣味ということで大変
興味深い話をしていただきました。
あとサウナが１回６セット入るぐらい好きで
全国にサウナ巡りをしています。その他にも
ウォーキングやランニングも毎日かかさず
やっておられ楽しみながら健康に気を遣って
おられることがよくわかりました。
続きましてテーマであります、広報・ホーム
ページ委員会の取り組みについて中川会員は
Yukiプランニングというホームページなど作
成の会社を経営されております。その関係で
昨年の川口直前会長からお声がけをいただき
ロータリーのホームページに携わることとな
りました。具体的な内容としてはホームペー
ジのリニューアルから取組み、パソコンから
だけでなくスマホやタブレットにも対応でき
るようにし、誰でもホームページを更新でき
るようになりました。今年度に入りメニュー
の位置の変更や、ローターアクトのコーナー
の新設をいたしました。フェイスブックペー
ジでも毎週例会など更新しています。今年度

の大きな取組みとして、作ったＨＰの活用の
幅を広げていくこと、ＳＮＳでの情報発信、
広報活動について取り組んでいます。具体的
な情報発信としてフェイスブックを活用し、
例会などがあれば撮影、記事づくりをその日
のうちに行い会長・幹事に承認をもらって次
の日の朝に投稿するようにしています。ター
ゲットとして経営者や経営幹部の方で３０代
４０代５０代それ以上の方を想定しています
ので昼に投稿するよりも出勤前の朝に投稿す
るようにしています。内容としては、楽しそ
うな写真をたくさん使い、声をかけた方など
ＨＰを見られた方に興味を持ってもらうよう
にしています。その他簡単に誰でもアップで
きるようなシステムにするなど、すぐに発信
できる工夫をされています。そして情報発信
も国際ロータリーや、ロータリーボイスや、
取材先の関係者などに紹介してもらうなど広
報面でもかなり工夫されています。中川委員
長の細部にまでこだわりを感じられる広報活
動が大変よくわかった
卓話でした。

