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２月 会員夫人誕生日
2月18日

鉃﨑 薫会員夫人

2月26日

東村賀文会員夫人 幸代様

由紀子様

おめでとうございます
2月20日

西原芳博会員夫人

綾子様

2月29日

川口栄計会員夫人

千景様

国際ロータリー第2660地区ローターアクトクラブの奉仕活動として、２月６日(日)に大阪府内5カ
所において献血活動(第２回地区献血)が行われました。
第2660地区ローターアクトでは過去約30年間にわたり、毎年７月と２月にこの活動を継続的に
行っており、RAC活動への理解や支援、認知度向上に繋がっております。今年度の地区献血は、重
留里咲地区ＲＡ代表の働きかけにより、第2660地区だけに留まらず、東京や愛知、九州地方の
ローターアクトクラブなど全国の地区に協力を呼びかけ、「全国一斉献血」という大規模なもの
になりました。大阪難波RACは、難波バス停横（高島屋前）でメガホン・プラカードを持って献血
への呼びかけや、またコロナ禍の影響を受け、深刻な血液不足が生じている現状などを訴えかけ
ました。本当に寒い一日でしたし、コロナ禍で人出もまばらな中、大阪難波RACのメンバーは街頭
で声を枯らして頑張ってくれました。
久保会員、森田会員ご夫妻、献血ご参加とRACメンバーへのお心遣いを頂き、ありがとうございま
した。西原会長、お心遣い、手袋の差し入れありがとうございました。
文責：福田 忠
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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

今日の卓話

次回の卓話

２月１０日（木）

２月１７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

♪

寒い中、献血活動
有難うございました♪
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２月１０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。

ニ コ ニ コ 箱 報 告

前 回 の 合 計
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本日までの累計
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これからの予定
2月17日（木）例会中止
2月19日（土）IM第4組ロータリーデー（YouTube配信）
2月24日（木）例会未定
3月 3日（木）例会未定・臨時総会・定例理事会
3月10日（木）例会未定

出 席 会 員 数
出

席

率

名 ＭＵを含む
修正出席率65.38％
％

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

２月は「平和構築と紛争予防月間」です
★来客紹介：ありません
★会長報告：西原会長
1.２月１９日（土）IM第４組ロータリーデー
がYouTube配信にて行われます。次年度は当
クラブがホストとなるため、次年度ホスト
クラブの会長挨拶の動画もあり、その内容
をご紹介させていただきます。
【IM第４組ロータリーデー
次年度ホストクラブ会長挨拶】
皆様、こんにちは、IM第４組ロータリーデー
次年度ホストクラブ大阪難波ロータリークラ
ブ会長の西原でございます。本日は、コロナ
禍で奉仕活動を含めたロータリーライフがま
まならない中、工夫を凝らしIM第４組ロータ
リーデーを創り上げられた東大阪東ロータ
リークラブの河村会長はじめ、会員の皆様に
敬意を表しますと共に、このような有意義な
時間を提供して頂きました事に心より感謝申
し上げます。
今年のIM第４組ロータリーデーのテーマは、
「世界にふれよう!!～私たちが出来る子ども
たちのエンパワメント～」でした。これは
ロータリー奉仕デーの開催の条件である、
ロータリー重点分野に沿ったものであり、
ロータリークラブの存在意義を社会にアピー
ルする為に、大変大きな役割を果たされまし
た。来期ホストクラブの私達といたしまして
は、今年の功績を受けついでいく責任を感じ
ているところであります。
私たち大阪難波ロータリークラブは、今期で
設立45周年を迎え、その歴史の中には様々な
奉仕活動がございます。姉妹提携を結んでい
る、台湾の台中西南ロータリークラブ、韓国
の釜山西北ロータリークラブとの共同奉仕事
業を行なう国際奉仕事業や、日本赤十字社と
提携したまいどなんば献血ルームでの献血活
動、四天王寺悲田院養護老人ホームへの慰問
や植樹、贈呈品の寄贈といった社会奉仕活動
など毎年行う継続事業を柱とし、それらに加
え近年は青少年奉仕にも力を注いでおり、毎
年10月に湊町リバープレイスで開催される
キッズダンスの支援や、大阪市立高津小学校
学習発表会の子ども文楽への協賛、そして前
年度には念願の大阪難波ローターアクトクラ

ブの提唱、さらに今年度は地区補助金を活用
し、大阪市中央区の子ども食堂の支援を行う
など、国際ロータリー第2660地区、地区ビ
ジョンのひとつ、「世界の未来を担う青少年
の活動を支援し、若きリーダーの育成に努め
ます」という道しるべに寄り添うクラブ作り
を心がけております。
来年のIM第４組ロータリーデーでは、そう
いった経験をいかしつつ、ロータリー重点分
野や国際ロータリー第2660地区、地区ビジョ
ンを視野に入れながら、来年の来たる日まで
準備を進めて参る所存です。
今年の東大阪東ロータリークラブ様のような
立派な開催に少しでも近づけるよう、コロナ
禍においても、私たちができる奉仕を一つ一
つ丁寧にこなし、1年後皆様をお迎えし喜んで
いただけるよう、来期会長であります林会長
エレクトの元、会員全員で取り組んで参る事
をお約束しまして、次年度ホストクラブ挨拶
とさせていただきます。ありがとうございま
した。
★幹事報告：中川静夫幹事
1.臨時報に定例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よろしくお
願い致します。
2.中川博之会員・福田忠会員ご推薦の秋田祐
作氏、千田忠司会員・西原芳博会員ご推薦
の岡野邦男氏、藤原秀之氏が会員候補とし
て承認されました。書面でご通知させてい
ただいておりますので、ご検討下さい。
3.元会員の望月英成氏が名誉会員候補者とし
て承認されましたので書面でご通知してお
ります。３月３日に予定しておりますの臨時
総会で最終決定となります。
4.ロータリー財団と米山奨学会からの寄付の
領収書をお送りさせていただきます。確定
申告にご利用ください。
★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２月号のご紹介」
横P.7～13 【特集：平和構築と紛争予防月間
－青少年交換は未来平和へのギフト】
2月は平和構築と紛争予防月間です。青少年交
換は、国際理解と親善の精神を育み平和を推
進するため、15～19歳の青少年に外国での異

文化体験の機会を提供するロータリーのプロ
グラムで、日本では1962年に開始されまし
た。この特集では、青少年交換が果たす最も
重要な役割である「世界平和への貢献」にス
ポットを当て、日本で青少年交換プログラム
が始まった歴史をひも解き、プログラムを体
験した若者たちが平和について語ります。
横P.32 【2021－22年度地区大会略報】
各地区の地区大会の速報コーナーです。昨年
12月3日に大阪RCをホストクラブとして開催
された2660地区地区大会の様子が紹介されて
います。コロナ禍により2日間の日程を半日
に凝縮した大会となりましたが、辰野克彦RI
理事を迎え、2025年大阪・関西万博成功に向
けた大阪商工会議所尾崎裕会頭による特別
講演等、大会テーマ「動くぞ!!オーサカ!」
を実感する充実した内容でした。

よりもたらされる生活水準の向上、相互理解
推進と経済的安定は平和推進に直結します。
1999年に設立されたロータリー平和センター
は一期生が卒業20周年を迎え、平和フェロー
達は、世界各地の紛争の原因を探求し解決の
ための戦術を提案しています。現在7つある
平和センターに加え、2024年に中東か北アフ
リカに8番目の、2030年には中南米で9番目の
センターの創設が検討されています。1905年
2月にシカゴで始まった小さな集いは117年を
経て世界的な奉仕団体へと発展しました。よ
り良い社会づくりと平和推進に貢献するこの
力を我々は守り続けなければなりません。
★ニコニコ箱報告：ありません
★卓話：ありません

横P.35 【世界に平和をもたらすために
次世代の平和構築者を育てるロータリー】
ロータリー財団管理委員長ジョン・ジャーム
氏からのメッセージです。2月は平和構築と
紛争予防月間で世界平和と理解を追求する
ロータリーの理念を再認識する時です。ロー
タリー財団補助金を用いた様々な奉仕活動に
２月の理事会はZOOMにて開催いたしました。

２月度定例理事会議事録
1.上半期収支報告について、3カ月間の例会休会で例会費の支出がおさえられた事が報
告された。
2.IM第4組ロータリーデーについて、２月１９日（土）スイスホテルへお集まりいただ
きYouTube配信を視聴する予定であったが、新型コロナウイルス蔓延の為、各自で視
聴いただく事となった。
3.三姉妹共同国際奉仕事業について、子ども食堂を通じて貧困家庭の方々に職の喜びを
覚えてもらおうと、４月～６月頃に北御堂にて料理教室を開催予定。又、職業奉仕委
員会と合同で行うことも検討中であることが報告された。
4.友好行事について、３月２０日（日）開催の大阪城リレーマラソンは２組エントリー
していることが報告された。
5.今後のコロナ対応について、社会情勢を鑑みながら進め、リアルとズーム併せてのハ
イブリッド例会も考慮していくことなど、話し合われた。
6.国際奉仕委員会クラブフォーラムは２月に予定していたが中止する、また、地区より
トンガ海底火山大規模噴火への災害支援の協力依頼があり３万円を支援することが承
認された。
7.望月英成氏が名誉会員候補者として承認された。
8.中川博之会員・福田忠会員ご推薦の秋田祐作氏、千田忠司会員・西原芳博会員ご推薦
の岡野邦男氏、藤原秀之氏が会員候補者として承認された。
9.次年度IM第4組ロータリーデーのホストとなるため、実行委員会を４月に立ち上げる
予定であることが報告された。

