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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１６日（木） 

テーマ 「退任挨拶」 

卓話者  西原芳博会長 

     中川静夫幹事

ロータリー４つのテスト 次 回 の 卓 話 

６月２３日（木） 

今年度最終例会 

立食パーティー 

 
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 ） 

 ２０２２．６．１６  №２１４３ 

ニ コ ニ コ 箱 報 告 

前 回 の 合 計     ￥６５，０００ 

本日までの累計  ￥２，４００，０００(60％達成) 

6月末の予算額   ￥４，０００，０００ 

出 席 報 告 

前回 ６月９日 ３週前 ５月１９日 

会 員 総 数 ６ ２ 名 
出席免除を除く      

ＭＵを含む  

修正出席率 8 2 . 1 4％ 

出 席 会 員 数 ４ ０ 名

出 席 率 ７ ０ ％ 

第２５回例会  本日のプログラム 

開 会 （点鐘） 通算第２１４３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 

 

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） 

 これからの予定 

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 

7月 7日（木）例会・定例理事会 

7月14日（木）例会・会長幹事慰労会 

  ♪ それでこそロータリー 

 どこで会っても やあと言おうよ  

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  

  ６月 結婚記念日 おめでとうございます 
 

    6月 6日 段 正峰会員ご夫妻    6月10日 菰田吉見会員ご夫妻       

6月23日 日髙雅哉会員ご夫妻 

        

6月11日(土)～12日(日)にかけて打ち上げ京都旅行を開催しました。昼からスイスホテルを出発し二条城

を見学した後、夕方から料理旅館鶴清にて宴を開催しました。宴会の席では総勢29名の会員の方がご参

加いただきました。西原会長の挨拶、岡西元会長の乾杯の御発声の後、芸妓、舞妓、地方の方々による

舞や遊びを楽しみ、最後に夏元会長に締めていただき、盛会のうち閉会することができました。 

2日目は萬福寺にて拝観後に座禅を行い、貴重な体験をしました。その後黄桜伏水蔵にて昼食をいただ

きました。西原会長、中川幹事お土産ありがとうございました。川口元会長差入れありがとうございま

した。 

そして、最後に会員の皆様におかれましては本年度友好行事に多数ご参加賜りまして誠にありがとうご

ざいました。来年度も引き続きご参加賜りますようお願いいたします。     文責：清水一人 

大阪難波ＲＡＣ6月度第2例会 

(今年度最終例会)及び懇親会 

【日時】2022年6月23日(木)19:30～22:00 

【場所】ニューミュンヘン南大使館 

大阪市中央区難波千日前12-35 SWING

ヨシモトビル2F 

【内容】今年度のフィードバックと 

次年度に向けての目標・抱負 

【ロータリアン登録料・懇親会代】

3,000円＋5,000円 

※ご出席頂ける方は、大阪難波RC事務

局までご連絡をお願い致します。 
TEL06-6632-3956 



６月１０日（金）シェラトン都ホテル大阪にてIM第４組の第２回金輪会が開催さ

れ、参加させて頂きました。クラブ運営をしているのを改めて感心させられまし

た。また、各クラブの会長が一年間を振り返り、最大の苦労話や楽しかった事を面

白おかしくスピーチしていただきました。当クラブは伴井ガバナー補佐エレクトに

よる次年度の目標、方針のスピーチ及び閉会の挨拶、西原会長による一年間の苦労

話がありました。 

また、次年度が当クラブがホストにな

るため、林会長エレクトが次年度の熱

い意気込みを発表され、当クラブの代

表として印象に残るスピーチをしてい

ただきました。 文責：中川静夫 

★来客紹介：長崎友好委員 
 
 ゲストスピーカー 
  加藤ヒロユキ様 
 
    
 
★会長報告：西原会長 
1.今期の例会も残り３回となりました。最終の6月
30日は休会の為、6月23日が今期最終例会で立食
パーティー形式の例会で、林会長エレクト、松田
次期幹事への引継ぎ式となります。来週6月16日
が会長幹事の今期を振り返っての卓話となります
ので、通常の会長報告は今日が最後となります。
あっという間の一年間で、つたない会長報告に耳
を傾けて頂きました事に感謝します。 

2.今年は実働としては実質のＲＡＣ元年という事で
何度かＲＡＣについてはお話しさせていただきま
したが、今日も最後に少しお願いをして林年度に
受け渡したく存じます。先週日曜日にＲＡＣ地区
年次大会が開催されました。私もZOOMにて参加し
ましたが、２０数クラブの会長が、今期の活動に
ついてまじめに時にはユーモアを交えて発表し、
大阪難波ＲＡＣの林雄大会長も立派に舞台に立ち
ました。普段のＲＡＣ例会では父親に勝るとも劣
らない堂々とした立ち振る舞いの彼ですが、この
日は大人数のＲＡＣ会員やZOOM閲覧の人たちの前
で少々緊張気味でした。一年前とは比べ物になら
ないくらい成長した姿を見せてくれています。 

 私個人的には、3年前に地区に派遣されるにあた
り、どこの委員会に配属されるかという希望を提
示する時、ちょうどＲＡＣ設立に向けて数名で動
きかけていた所で、ＲＡＣ委員会を希望し、それ
が叶いました。ＲＡＣ委員会に月一回出席してい
ましたが、ＲＡＣ地区役員の能力を目の当たりに
し、あっけにとられました。プレゼン力や広報活
動の素晴らしさ、ＲＡＣでもまれるとしっかりす
るのだと目から鱗でした。いち早く大阪難波ＲＡ
Ｃ立ち上げに寄与できるようにと目標が一気に定
まったのが思い出されます。その二年後、皆様の
理解を得て、昨年6月にＲＡＣ立ち上げとなりま
した。特に中川博之会員プロデュースのＲＡＣ候
補生を対象としたキックオフミーティングで一気
に気運が高まり、福田会員の献身的すぎるフォ
ローもあり、コロナ禍にもかかわらず一気に走り
だしました。来期に向けての方向性を聞いてほし
いとの事で、福田さんも交え食事をしてきます
が、今の会員をいかにひきつけ、魅力あるクラブ
にするか、彼らも必死に戦っているようです。彼
らの純粋さが大好きで応援したくなります。これ
は接すれば接するほどその思いは大きくなりま
す。こんな事を大人になった私たちが感じさせて
もらえる場所はあまりございません。是非ＲＡＣ
例会にご参加賜り、林年度の青少年奉仕をさらに

分厚いものにして頂けることをお願い申し上げま
して、会長報告とさせて頂きます。 

 
★幹事報告：中川静夫幹事 
1.本日の週報に、新旧合同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くださ
い。 

2.次年度の委員会活動計画書をまだ提出されてお
られない委員長の方は、16日までに、ご提出宜
しくお願い致します。 

  
★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６月号のご紹介」 
横P.33【エバンストン便り：大陸を越えてウクライ

ナに医療物資を届ける】世界中のロータリー
の会員がネットワークを駆使して100トン以上
の医療物資を集め貨物機でシカゴから現地に
空輸し病院に届けています。「戦争の真った
だ中、病院も標的にされる中、ウクライナ国
内のロータリー支援者が国中に物資を届ける
という現実は超我の奉仕以外の何ものでもあ
りません」とのシカゴRC会長マーガさんの言
葉に胸を打たれます。 

縦P.4～8【科学の目で見た海のプラスチックごみ】 
2021年7月20日、2700地区（福岡、長崎、佐
賀）糸島RC環境保全事業講演会での九州大学
応用力学研究所付属大気海洋環境研究セン
ター教授 磯部篤彦氏の講演内容要旨です。 

 
◇国際交流三姉妹委員会：松田会員 
台中西南ＲＣ様より、WCS報告に対する御礼のメー
ルが届きましたのでご報告いたします。 
「WCSの報告を受け取りました。WCSプログラムを計
画して下さいました事に感謝の意を表します。今回
は恵まれない方に対し、ロータリアンとして奉仕の
精神を十分に発揮し、三姉妹クラブの深い友情は新
型コロナウイルスの影響を受けていないという事を
嬉しく思います。来年は三姉妹クラブの交流が正常
に再開されることを期待しています。」 
 
◇友好委員会：清水委員長 
今週土曜日、１４時スイスホテル５Ｆ集合で打上げ
旅行で京都へ向かいます。よろしくお願いします。 
 
★ニコニコ箱報告：長田会員 
西原芳博：加藤様、毎回素晴らしい美声をありがと

うございます。本日も楽しみにしていま
す。 

中川静夫：明後日の打ち上げ旅行、良い天気であり
ますように。 

比嘉廉丈：今回の会費減額金はニコニコとさせて頂
きます。 

松浦孝尚：例会欠席お詫び。 

森田 納：きれいなお花、ありがとうございま
した。 

早栗義文：今日の卓話よろしくお願いします。
加藤ヒロユキさんの応援もよろしく
お願いします。 

川井宗次：今年も後半年余りとなりました。皆
さん体調管理には気を付けましょ
う。 

長田博文：先日、誕生日につきありがとうござ
いました。 

吉田 智：いつもありがとうございます。本日
も勉強させて頂きます。 

 
★卓話  テーマ「映画の中の反戦の歌 
     （ウクライナ戦争に想いを馳せて）」 
     卓話者   加藤ヒロユキ 氏 
     卓話担当者 早栗義文会員 
  
「慕情」 
舞台は１９４９年、第二次大戦の香港。 
主人公は中国とイギリスのハーフの女医ハン・
スーイン。病院勤めを続けながら、祖国である中
国に変える機会を伺っていた。ジェニファーの夫
は中国国民党の将校で戦死し、中国は敵である共
産党に支配されつつあった。しかし、孤独なジェ
ニファーは医者として貧しい人々に尽くすという
思いに生きる希望を見出していた。 
もう一人の主人公はアメリカ人の新聞特派員マー
ク二人は恋におち、結婚を意識しはじめた。マー
クには別居中の妻がおりスキャンダル視された。
マークは朝鮮戦争取材中戦士した。 
 
「サウンドオブミュージック」 
実話である。第三帝国ナチスによるオーストリア
人の視点で描いている。 
舞台は１９３０年代、ドイツ併合直前オーストリ
ア、ザルツブルグ。修道女のマリアは妻と死別し

た海軍の英雄フォン・トラップ大佐の家で、７人
の子ども達の家庭教師として働くことになった。 
オーストリアがナチスドイツに併合された。ト
ラップ大佐にはドイツ海軍からの召集令状。ドイ
ツの為に戦うことを断固拒否したいトラップ大佐
は、家族とともに夜の内に国外脱出することを決
める。 
映画ラストのクライマックス。一家は全員で音楽
祭に出て歌を披露し、トラップ大佐が祖国オース
トリアを想い歌った「エーデルワイス」に、会場
は一つになる。一家は審査結果待ちの間に、会場
から無事逃げ出すことができ、山を越え、スイス
へ向けて歩いて行った。 
 
「ひまわり」 
第二次世界大戦下のイタリア。ソフィア・ローレ
ンとマストロニヤンは、美しいナポリの海岸で恋
におち、結婚する。その後、彼は厳しいソ連の最
前線に送られ行方不明になってしまうが、彼女は
何年も経っても戻らない夫のことを生きていると
信じて疑わない。終戦後、手がかりもないまま彼
を探しに単身ソ連のウクライナへ渡る。しかし、
広大なひまわり畑の果てに待っていたのは、少女
のように可憐なロシア人女性と結婚し、子供にも
恵まれた幸せな彼の姿だった。すべてを察した彼
女は、よろめく足取りのま
ま一人イタリアへ帰る。 
心にほっかり穴が開いてし
まって日々を送る。そんな
時彼が彼女の元を訪れる。
心揺れ動く中、彼女は運
命の決断を下す。彼女に
はもう別の人
生があった。 

 ６月は「ロータリー親睦月間」です 

  前回の記録  第２４回 ６月９日（木） 


