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大阪難波ロータリークラブ週報 

今 日 の 卓 話 

 

３月３日（木） 
 

休会の為、ありません 
 

 

ロータリー４つのテスト 次 回 の 卓 話 

 

３月１０日（木） 
 

休会の為、ありません 

 
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 ） 

 ２０２２．３．３ 臨時報 №１７ 

ニ コ ニ コ 箱 報 告 

前 回 の 合 計          ￥０(休会) 

本日までの累計  ￥１，５００，０００(64％達成) 

2月末の予算額   ￥２，６６０，０００ 

出 席 報 告 

前回 ２月２４日(休会) ３週前 ２月３日(休会） 

会 員 総 数 ５ ８ 名 
出席免除を除く      

ＭＵを含む  

修正出席率 

出 席 会 員 数 名 

出 席 率 ％ 

 

 

３月３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。 

♪ 奉 仕 の 理 想 

 奉仕の理想に集いし友よ  

御国に捧げん我等の業  

望むは世界の久遠の平和  

めぐる歯車いや輝きて  

永遠に栄えよ  我等のロータリー  

ロータリー  

３月 会員誕生日 おめでとうございます 
 

    3月  5日 遠藤友一郎会員   3月  6日 山田誠一会員    

    3月13日 宮本倫明会員    3月15日 森 圭司会員     

    3月29日 西原芳博会員    3月29日 赤坂 宏会員                

３月お誕生日の会員の皆さんから

メッセージをいただきました。 
2022 

遠藤友一郎会員 

３月５日で７４歳になりました。新型コロナ
ウイルスについて私個人の考えを書きま
す。ファイザーやモデルナのCOVID１９ワク
チンは確かに革命的なワクチンで、感染蔓
延初期からデルタ株までは多くの患者を救
いました。しかし、殆どのウイルスがオミク
ロン株になってしまった現在では重症化を
予防する効果は両ワクチンに認めますが、
このままではCOVID１９ウイルスの変異を
促進するばかりでワクチン接種回数とのイ
タチごっこになると考えます。今後は不活
化タイプの有効ワクチンを早く開発して、こ
れに切り替えていく必要があります。それと
モルヌピラビルよりも安全で小さくて小児に
も内服させられる薬剤の開発が不可欠と
考えます。 

山田誠一会員 

６日で８０才です。 

２月は福井の勝山にスキーに行ったのと、

有馬温泉と、丹後半島に蟹を食べに行って

きました。コロナでも毎月２回は旅行に行く

ことにしています。人生は楽しんでも、悲し

んでも一生。幸せは自分で決めるんや。 

春は何処へ行こか、夏は何処へ行こか、花

見もええな、なに食べよか、ジムのプール

で泳いでいます。 

もう少しロータリーの世話になります。 

宮本倫明会員 

５０代の頃は、気持ちは３０代だと本気で思

えていたのに、最近は気持ちも年相応な感

じでいる自分に少なからずショックを受けて

ます。そんな自分に喝を入れて本物の

「Young Heart」目指して精進いたします！ 

森 圭司会員 

新型コロナウィルスによる影響で大変な状

況ではございますが、会員の皆様はお変

わりなくお過ごしでしょうか。 

３月１５日で４６歳になる森でございます。 

この時期は、毎年大阪難波ロータリークラ

ブと同い年と思い出し凄く縁を感じます。 

この様な時期でなかなか皆さんの顔を見

れる事が出来なく、寂しい限りですが、やま

ない雨はないと思いながら４６歳も必死に

頑張っていきたいと思います。 

よろしくお願い申し上げます。 

西原芳博会員 

３月２９日で５２歳になります。今年は大役

をおおせつかっていますが、早や８か月が

経ちました。３７歳で入会させて頂きました

が、１４年後に会長をしているとは夢にもお

もいませんでした。この機会を与えられた

事に感謝し、あと４ヶ月悔いのないよう、ク

ラブ奉仕に徹して参ります。お付き合いの

程、宜しくお願い致します。 

赤坂 宏会員 

３月２９日で４６歳になります。１９７６年生

まれですので大阪難波ロータリークラブと

同じ年になります。毎年誕生日月で一言挨

拶させていただく度に当クラブと何かの縁

を感じさせていただいております。まだまだ

若輩者ではありますが今後とも御指導の

程よろしくお願いいたします。 



★来客紹介：ありません  

 

 

★会長報告：西原会長 

1.皆様こんにちは。大阪府のまん延防止等重

点措置延長に伴い、我がクラブの例会も延

長となり、昨年７月から９月の休会に続

き、今期２度目の長期休会を余儀なくされ

ていますが、感染者数の減少次第、例会を

再開し、次なる奉仕と友好行事に向けた準

備期間とご理解いただけますと幸いです。 

2.さて、本日３月３日（木）１３：３０～ 

リモートにて定例理事会が行われました。

主な議題として三姉妹共同国際奉仕事業

（旧WCS）活動について、今年度の具体案の

骨子が三島社会奉仕委員長から説明があり

ました。今年度は我がクラブがホストクラ

ブであり、地域密着を志し、又、青少年奉

仕にも重きを置いて取り組んでいる私達の

象徴となるような奉仕を計画しておりま

す。先んじて地区補助金を利用し、大阪市

中央区こどもの居場所連絡会や子ども食堂

「しまルーム」と提携して冷凍庫と米450㎏

を寄贈しましたが、引き続きこの繋がりを

保ちつつ今回のプロジェクトを行ないま

す。「しまルーム」など、中央区の子ども

食堂の子供たちを招待し、オムライスの調

理体験をしてもらうという企画です。 

 私どものクラブには「食」のエキスパート

の会員様が多く在籍し、職業奉仕という視

点からもアプローチできるメリットもあり

ます。そういった点から今回は北橋元会長

のお力を拝借し、社会奉仕、青少年奉仕、

職業奉仕を融合させたプロジェクトを実現

したく計画を進めて参ります。     

企画の詳細については別紙の三島委員長作

成の企画表をご一読下さいませ。 

 今期、下半期の一大イベントに何卒ご協力

の程、お願い申し上げます。 

 

 

★幹事報告：中川静夫幹事 

1.第１９回ロータリー全国囲碁大会のお知ら

せです。５月１４日（土）に、東京・市ヶ

谷の日本棋院本院で開かれます。参加され

る方は詳細をお伝えさせていただきますの

で、幹事まで、お知らせ下さい。申し込み

締切期限は５月６日（金）です。 

2.ロータリーレート変更のお知らせです。   

３月のロータリーレートは、 

 １ドル＝１１６円となっております。 

 

 

★委員会報告 

社会奉仕委員会：三島委員長 

三姉妹共同国際奉仕事業（旧WCS）活動につい

て、別紙ご一読くださいませ。 

 

★ニコニコ箱報告：ありません 

 

★卓話：ありません  

 

 

 

これからの予定 

3月10日（木）例会中止 

3月17日（木）例会中止 

3月24日（木）例会中止 

3月26日（土）会長エレクト研修セミナー（PETS) 

3月31日（木）例会・臨時総会 

4月 7日（木）例会・定例理事会 

4月 9日（土）2022-23年度のための地区研修・協議会 

２月お誕生日の会員の皆さんから

メッセージをいただきました。 
2022 

三島敏宏会員 

大阪難波ロータリークラブ会員の皆さまご

無沙汰しております。コロナ禍でも、皆さま

ご清栄のことと存じます。 

お陰様で2月に52才となりました。生まれ年

は、1970年で大阪万博が開催された年でし

た。今から約1000日後に大阪万博を、大阪

中枢である難波にて皆さんと迎えれること

を楽しみにしております！ 

論語のように、私は五十にしても天命がわ

かりませんので、今後とも、皆さまご指導ご

鞭撻を宜しくお願い致します。 

岡西豊博会員 

Ｂ型、六白金星、みずがめ座、丑年生ま

れ、・・・色々な事を引っ張り出して 

今年の運勢は？ 自ら都合の良い年

か、自重する年か等、何十年間繰り返し

て来たように思えます。 

でも、これだけは言えます。今あるのは

親のおかげ、ご縁を頂いた人達のおか

げ 日々感謝です。年齢は秘密にしてお

きます。  

荻原 奨会員 

2月で64才になりました。2000年4月に入会

し、コロナで例会が休会になるまで皆出席

を続けていたのが、唯一自慢できることで

す。例会は休会中ですが、ゴルフはこの寒

い時期でもほぼ毎週行っています。 

早くコロナが収束することを祈っています。 

菰田吉見会員 

会員の皆様、ご無沙汰しております。今

年で８５歳になりました。コロナ禍の中、

医者の言う事を真面目に聞き、外はうろ

うろしておりません。数年前、大腿骨の

骨折をしたのが尾を引いており、リハビリ

に励んでおります。皆様のお顔を拝見で

きることを楽しみにもう少し頑張ろうと思

います。何かと不便の多い今日ですが、

この状況が一日も早く解消され、平穏な

日々が取り戻せるよう心から願っており

ます。季節の変わり目、またコロナ禍の

折、皆様におかれましてはどうかご自愛

くださいますようお祈りいたします。 
伴井敬司会員 

誕生日のお祝いありがとうございました。 

２月２８日が誕生日ですが、孫と私で２月の

誕生日が４人います。 

孫の誕生日はケーキを買ってハッピーバー

スデーを歌って楽しいですが、４人目となる

２８日の私の誕生日には今更もういいで

しょうで終わります（笑） 

ＲＣに入会して１８年目になりますが、今は 

IＭ４組のガバナー補佐エレクト、７月から

はガバナー補佐として大変な年になりまし

た。IＭ４組のため、大阪難波ＲＣのため、

努力致しますが会員皆様には色々とお手

伝い等お願いする事もあると思いますので 

その時は宜しくお願いします。 

 ３月は「水と衛星月間」です 


