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大阪難波ロータリークラブ週報 

今 日 の 卓 話 

６月２日（木） 

テーマ  

 「大阪難波RC会員様からの 

インタビューにて学んだ事」 

卓話者   三島敏宏会員

ロータリー４つのテスト 次 回 の 卓 話 

６月９日（木） 

テーマ  

  「映画の中の反戦の歌 

」 

卓話者  加藤ヒロユキ 氏 

卓話担当者 早栗義文会員

 
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 ） 

 ２０２２．６．２  №２１４１ 

ニ コ ニ コ 箱 報 告 

前 回 の 合 計     ￥５５，０００ 

本日までの累計  ￥２，２７５，０００(62％達成) 

5月末の予算額   ￥３，６６０，０００ 

出 席 報 告 

前回 ５月２６日 ３週前 ４月２８日 

会 員 総 数 ６ ２ 名 
出席免除を除く      

ＭＵを含む  

修正出席率 7 4 . 5 4％ 

出 席 会 員 数 ３ ６ 名

出 席 率 ６ ５ ％ 

第２３回例会  本日のプログラム 

開 会 （点鐘） 通算第２１４１回例会 

・国 歌     「君が代」 

・ロータリーソング「奉仕の理想」 

・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） 

頂きましたが、直後から新型コロナウイルスの感染
拡大が進み緊急事態宣言と移行してしまいます。翌
年２０２１年３月に解除となり、４月１１日に設立
認定、５月９日に、立ち上げのための「キックオフ
ミーティング」を開催、候補者１５名が集まること
が出来ました。 
【提唱クラブとしてこれからの課題】コロナ禍での
立ち上げとなった大阪難波ローターアクトクラブ、
まだまだ課題はありますが初年度としては大変良く
やって頂いたと思います。 
ＲＡＣへの予算の見直しや海外研修が再開した際の

クラブとしての方針など、課題はありますが、提唱
クラブとしての責務は、やはり関わりを持ち続ける
ことだと思います。出来るだけ多くの会員にＲＡＣ
の例会をご体験頂き、奉仕活動やレクリエーション
を通じてＲＡＣとの関わ
りを持ち、関係性を維持
し、その中で青少年の
リーダーシップの育成を
図ることが重要だと感じ
ております。 
 

これからの予定 

6月 9日（木）例会        

6月10日（金）新旧合同会長・幹事会（金輪会） 

6月11日（土）12日（日）打ち上げ京都旅行 

6月16日（木）例会 

6月23日（木）例会 

6月25日（土）国際ロータリー2022年規定審議会報告会 

6月30日（木）休会 

６月 会員誕生日 おめでとうございます 
 

6月 1日 長田博文会員       6月 3日 清水一人会員                    

6月22日 谷口 勉会員       6月23日 日髙雅哉会員 

6月30日 岡野邦男会員                

♪ 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  

２０２２年５月２９日（日）、ホテルグランヴィア大阪において当地区ローターアクトの地区年次大会

が開催されました。 

リアルとリモートとの併用での開催でしたが、吉川ガバナー、宮里ガバナーエレクトを初め、たくさん

のロータリアンも会場にお越しになられ大変盛り上がりを見せた大会となりました。大阪難波ＲＡＣか

らはリアルで７名、リモートで２名の参加でした。各クラブから活動報告がなされ、今年度の最優秀ク

ラブ賞は大阪西南ＲＡＣさんでした。大会第二部ではノンアルコールでしたがホテルのコース料理もふ

るまわれました。今年度で卒業となる地区役員の皆さんの卒業式が行われ、地区ローターアクト重留代

表の謝辞で無事閉会となりました。その後、大阪難波ＲＡＣメンバーで懇親会を開き、来期の目標、抱

負を話し合い、闊達な意見交換が行われました。                 文責：福田 忠 

林雄大会長より一年間の活動が 

報告されました。お疲れ様でした。 



★来客紹介：ありません。  
  
 
★会長報告：西原会長 
1.本日、大阪府赤十字血液センターまいどなん
ば献血ルームの黒川様がご挨拶にお越しくだ
さいました。ここ２年はコロナ禍で休憩中で
すが、これは2004-2005年度今から17年前、北
橋会長、夏幹事年度に切迫する輸血の問題に
いち早く危機感を感じ、我がクラブの社会奉
仕に取り入れたものでございます。当初77名
の献血を数え、夏会長年度には恐らく最大の
356名の動員を数えました。今は私達会員の声
がけした方に加え、大地元会長、林会長エレ
クトの会社に献血バスを送りこみ、お二人の
社員さんにも協力をいただき、沢山の方に献
血して頂いています。この奉仕もここ２年途
絶えていますが、先輩たちが作り上げた奉仕
を「シンウルトラマン」のように紡いでいけ
るとクラブの力になっていくのではないで
しょうか。 

2.昨日、今はやりのTikTokで昔の曲を今の若い
女の子が躍る姿が沢山投稿されていました。
私が気に入っているのはラッツ＆スター（過
去のシャネルズ）の「め組の人」です。40年
前のザ・歌謡曲であるにも関わらず、現代の
女性がダンスを交えてリメイクする事によっ
て40年前の懐かしさと今のポップな雰囲気が
融合されて、何とも言えないおじさんの心を
揺さぶるエンターテイメントに仕上がってい
ます。又、映画では劇場版「シンウルトラマ
ン」が5月25日に公開され、劇場版としては今
年一番の入場数を計上しそうです。入場客は
昔のウルトラマンファンもさる事ながら、40
年50年前のウルトラマンをみたことがない男
女もかなり足を運んでいます。今回の映画
は、昔さながらの怪獣との対決も醍醐味のひ
とつですが、それに関わる人間模様も若者を
引き付ける要因となっています。彼らからす
るとお父さん、お母さんから聞いた架空の
ヒーローの事は知っていて、そのストーリー
に興味がなかったのですが、存在は気になっ
ていた。それに自分たちの人生観にも共感で
きるストーリーが加わった事により、ウルト
ラマンも再脚光を浴びる事ができそうです。
数年前の「シンゴジラ」も同様ですし、前途
しましたTikTokにより再プチブレイクした
「め組の人」も同じことが言えます。若い世
代が父、母世代をリスペクトしつつ、その時
のはやりものという隠し味を加える事で、先
輩の関わったものに興味を持つことができま
す。まさに、今の大阪難波ＲＣが目指し実行
しつつある事のように思えます。 

★幹事報告：中川静夫幹事 
1.来週例会終了後、新旧合同理事会を開催させ
て頂きますので、今年度と次年度の理事役員
の方はご出席ください。 

2.６月から９月末までクールビズを実施しま
す。ひな壇と受付の会員の方はネクタイ着用
でお願いします。 

 
★委員会報告 
◇会計：岡西会員 
本日、メールボックスに下半期会費一部返却の
ご案内を入れさせていただきました。来週また
は再来週にお返しさせていただきます。 
 
◇クラブ研修委員会：林委員長 
本日、ロータリーを知りましょう会のご案内を
入れさせていただいております。夏元会長に講
師となっていただき勉強会を行いますので、特
に入会5年未満の方は、ご出席よろしくお願いい
たします。 
 
◇友好委員会：松田副委員長 
本日打ち上げ京都旅行の申し込み締切となりま
す。来週または再来週の例会時に会費を集金さ
せていただきます。 
 
★ニコニコ箱報告： 田啓介会員 
西原芳博：先週、クラブ協議会では松浦副会長

お疲れ様でした。谷口元会長、伴井
ガバナー補佐エレクト、ありがとう
ございました。 

中川静夫：先日かかりつけの病院より薬をワン
ランク下げてもらいました。健康に
生んでくれた母に感謝。 

北田好文：結婚記念日、自祝。（51回目の記念
日です） 

夏 明義：入会記念日、自祝。 
福田 忠：先週例会欠席お詫び。本日卓話させ

て頂きます。よろしくお願いいたし
ます。 

赤坂 宏：早退お詫び。 
中井政嗣：例会欠席お詫び。 
荒山義雄：還暦、自祝。 
藤原秀之：先日の新入会員歓迎会ありがとうご

ざいました。親しくお話させていた
だき、楽しい時間でした。又、結婚
記念日の御祝いありがとうございま
した。感謝。 

 
 

★卓話 テーマ 青少年奉仕月間卓話 
       「青少年奉仕の変遷」 
    卓話者 福田忠青少年奉仕委員長/  

大阪難波RAC委員長 
 
こんにちは、福田です。今年度、青少年奉仕及び大
阪難波ＲＡＣ委員長を仰せつかっております。今月
は青少年奉仕月間という事で、卓話をさせて頂きま
す。 
浅学の身でありながら、先輩ロータリアンの皆様の
前で卓話をさせて頂きます事、非常に恐縮です。
尚、たくさんの新入会員様もご入会頂いております
ので専門用語など少し注釈を入れさせて頂きたく思
います。もしかすると的外れな事柄も多々あるかと
存じますがご容赦頂ければ幸いでございます。 
【青少年奉仕の歴史】青少年奉仕の記録を辿ります
と、１９０７年の冬の寒い日、売れない新聞をかか
えて震えている少年をシカゴクラブの会員が例会場
に連れて行き、新聞を全部買ってやり、ある会員は
手袋を、ある会員はマフラーを与え激励して帰した
のが青少年奉仕の第1号として記録されています。 
１９４９年、ＲＩ理事会によって「各ロータリアン
は青少年の模範」というスローガンが採択され、こ
の辺りから様々な青少年活動が行われるようになっ
ていった様です。 
１９６２年にインターアクトクラブの創立、１９６
８年ローターアクトクラブの創立、１９７０年ロー
タリー青少年交換プログラム発足、１９７１年ロー
タリー青少年指導者養成プログラム（ＲＹＬＡ）の
提唱と続き、２０１０年の規定審議会で『第五奉仕
部門、「新世代奉仕」を加える件』（後の２０１３
年の規定審議会で青少年奉仕に名称が戻ります）が
採択され、それまで四大奉仕であった奉仕部門が五
大奉仕へと変わりました。 
近年では２０１９年規定審議会によって、ローター
アクトクラブのＲＩ加盟が認められ、今年の規定審
議会も４月１０日〜１４日に行われましたが、ロー
ターアクターがＲＩ委員会の委員になれるという事
や、ロータリークラブの例会に出席できるという事
が決まりました。 
これらの事からもＲＩが青少年関連に急ピッチで力
を入れていることが分かります。 
【青少年プログラム】ロータリークラブとしての青
少年関係のプログラムは主に４つあり、ローターア
クトクラブ、インターアクトクラブ、ロータリー青
少年交換、ロータリー青少年指導者養成プログラム
（ＲＹＬＡ）です。他に、日本で学ぶ外国人留学生
に奨学金を支給する米山記念奨学事業があります。
個人的には米山奨学金制度には諸問題があるように
思います。東南アジアや発展途上国からの留学生は
大いに歓迎すべきだとは思いますが、アメリカに次
ぐ経済大国の中国の留学生になぜその多くを支給す
るのかという点です。（２０２１学年度奨学生９１
０人中３９２人が中国人※４３％）それであれば経
済的事情で進学できない日本人学生も支給を受ける
ことができる制度に改正してもいいのではないかと
思います。 
【大阪難波ＲＡＣ活動報告】当クラブでは昨年度に
大阪難波ローターアクトクラブを立ち上げ致しまし
た。 
２０２１年４月１日に結成した旨をＲＩに報告、４

月１１日に認定を頂きました。６月２４日(木)、河原
センタービル４階会議場において大阪難波ローター
アクトクラブの記念すべき第１回例会を開催致しま
した。初代会長は当クラブの林会長エレクトのご子
息であります、林雄大さんです。 
基本的には月２回、第２・第４木曜日の１９時３０
分から２１時に例会を開催しております。場所は中
央区難波千日前の河原センタービルです。あと少し
でＲＡＣも１年を経過致しますが、今までの活動の
ご報告をしたいと思います。 
２０２１年   
６月２０日  大阪西南ＲＡＣ 例会見学  
６月２４日  第１回記念例会  
７月８日   大阪西南ＲＡＣ 例会訪問  
７月２８日  第１回地区献血  
１０月２４日 ＡＥＤ講習会「私たちにも救える
命・心臓突然死」日本ＡＥＤ財団・セレッソ大阪と
の取り組み 
１１月１１日 新大阪・大阪城南・大阪帝塚山・八
尾ＲＡＣとの合同例会        
１１月１３〜１４日 ポリオ撲滅街頭キャンペーン
（募金活動）１３４，８６０円 
１２月２３日 クリスマス例会 ニューミュンヘン
南大使館 
「半期のフィードバックとこれからの課題」 
２０２２年 （１月２７日〜３月２１日まん防） 
２月６日   第２回地区献血 
４月３日   オムライス体験教室  
       デモンストレーション 
４月１７日  オムライス体験教室  
５月３〜５日 春のＲＹＬＡセミナー  
            ＲＡＣより１名参加 
 
【ＲＡＣ設立の経緯】さて、ローターアクトクラブ
に関する当クラブの経緯ですが、以前はＲＡＣ設立
に関する委員会がございまして、１９９０－９１
年、飯島会長年度にＲＡＣ設立検討委員会が設置さ
れ、翌年１９９１－９２年、安部会長年度にＲＡＣ
設立準備委員会に名称変更され、２００４－０５
年、北橋会長年度まで、約１４年間設立準備委員会
は存在しましたが、その年の３月の臨時総会で廃止
が決定致しました。原因としましては、当時のロー
タリークラブは四大奉仕であり、青少年奉仕が奉仕
部門には入っていなかった事や、その後のＲＩから
推奨されたＣＬＰ（クラブ・リーダーシップ・プラ
ン）の影響で２００９－１０年の樫畑会長年度を最
後に、青少年奉仕委員長が理事職から外れたという
流れもあり、ＲＡＣ設立の機運が高まらなかったの
ではないかと推測いたします。 
先程お話させて頂きましたように、２０１９年の規
定審議会でＲＩの加盟クラブとしてローターアクト
クラブを含めることを決定しました。直ちにロータ
リアンと横並びという訳ではありませんが、ロー
ターアクトの立場を高め、未来のロータリーを世界
情勢への対応力がある組織として位置づけたいとい
うものであると思われます。 
当クラブと致しましては２０２０年３月の理事会で
ＲＡＣ設立準備委員会の再開設の承認を受け７月か
ら委員会設置、１１月にはスイスホテル南海大阪に
おいて「ローターアクトのことを知っていただく懇
親会」の開催、総勢６０名もの検討者の方にご出席

 ６月は「ロータリー親睦月間」です 

  前回の記録  第２２回 ５月２６日（木） 


