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大阪難波ロータリークラブ週報 

今 日 の 卓 話 

７月１４日（木） 
テーマ 
 「各委員会活動計画説明」 
卓話者   
クラブ奉仕、クラブ会報･雑誌、  
友好、広報ホームページ、米山奨学
会、SAA、職業分類の各委員長 

ロータリー４つのテスト 次 回 の 卓 話 

７月２１日（木） 
テーマ 
 「各委員会活動計画説明」 
卓話者   
出席プログラム、会員増強、情報
規定、国際奉仕、社会奉仕、会員
選考の各委員長 

 
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：林 博之  幹事：松田禎胤  会報・雑誌委員長：川井宗次  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 ジェニファー E. ジョーンズ  ） 

 ２０２２-２０２３年度 国際ロータリーのテーマ 

「IMAGINE ROTARY（イマジン・ロータリー） 」 

（第2660地区ガバナー 宮里唯子 ） 

 ２０２２．７．１４  №２１４６ 

ニ コ ニ コ 箱 報 告 

前 回 の 合 計    ￥２７０，０００ 

本日までの累計    ￥２７０，０００(81％達成) 

7月末の予算額     ￥３３０，０００ 

出 席 報 告 

前回 ７月７日 ３週前 ６月９日 

会 員 総 数 ６ １ 名 
出席免除を除く      

ＭＵを含む  

修正出席率 7 8 . 9 4％ 

出 席 会 員 数 ４ ５ 名

出 席 率 ７ ８ ％ 

第２回例会  本日のプログラム 

開 会 （点鐘） 通算第２１４６回例会 

・ロータリーソング「ROTARY」 

・ソングリーダー  岡本真一郎会員 

・来客紹介     友好委員 

・ストレッチ 

 

会 食 

・歌とピアノ    木下裕子 

・会長報告     林 博之会長 

・幹事報告     松田禎胤幹事 

・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 

7月21日（木）例会          7月28日（木）例会・臨時総会        

8月 4日（木）例会・定例理事会    8月11日（木・祝）休会 

8月18日（木）例会 

  ♪ Ｒ-Ｏ-Ｔ-Ａ-Ｒ-Ｙ  

Ｒ‐Ｏ‐Ｔ‐ˇＡ‐Ｒ‐Ｙ，That ｓｐｅｌｌｓ Ｒｏｔａｒｙ． 

ＲＯＴˇＡＲＹ ｉｓ ｋｎｏｗｎ ｏｎ ｌａｎｄ ａｎｄ ｓｅａˇ． 

Ｆｒｏｍ Ｎｏｒｔｈ ｔｏ Ｓｏｕｔｈˇ， 

Ｆｒｏｍ Ｅａｓｔ ｔｏ Ｗｅｓｔˇ， 

Ｈｅ ｐｒｏｆｉｔｓ  ｍｏｓｔ ˇｗｈｏ ｓｅｒｖｅｓ ｔｈｅ ｂｅｓｔ； 

Ｒ‐Ｏ‐Ｔ‐ˇＡ‐Ｒ‐Ｙˇ，ｔｈａｔ ｓｐｅｌｌｓ Ｒｏｔａｒｙ． 

7月 会員夫人誕生日 おめでとうございます 

  7月 2日 網干康史会員夫人 美穂様   7月 3日 西野文秀会員夫人 留美様 

  7月 4日 段 正峰会員夫人 朋子様   7月15日 川井宗次会員夫人 典子様 

    7月16日  田啓介会員夫人 深幸様 

     

  【2022-23年度国際ロータリー会長 

ジェニファー・ジョーンズからのメッセージ】 
 

2022-23年度国際ロータリー会長 

ジェニファー・ジョーンズ 
 

ロータリーでは、多様性、公平さ、インクルージョンを重視しています。
各個人がどのような人で誰を大切に思っている か、信仰や障害の有無、
文化や出身国の違いといったことは重要ではありません。重要なのは、地
域社会とのつながりを強め、持続的な変化を生み出すために行動しようと

することです。 ロータリーは、DEIタスクフォースからの意見を基に、多様性、公平さ、イン
クルージョンに対する取り組みを強化しまし た。その帰結として、個々の貢献を尊重し、公
平さを高め、すべての人が大切にされていると感じられるインクルーシブな文化を創出するた
めの手段である、DEIの重要性がますます高まっています。DEIは単なる推奨される行動指針
ではありません。ロータリーが現在および将来にわたり、有意義なリーダーシップ、ネット
ワークづくり、奉仕活動の機会を実現するために必要な指針です。 2022-23年度を通じて、
ロータリーのすべての会員が、個人、クラブ、地区として、多様性、公平さ、インクルージョ
ンへの取り組みを実践することを奨励します。次のように、私たちがそれぞれの役割を果たす
ことで、DEIを推進できます。 
 1. ロータリーにおけるDEIについて詳しく学ぶ 2. 自分のクラブや地域にとってDEIが重要であ
る理由と、これらの原則を取り入れることがクラブの成長と発展に どのように役立つかを理
解する 3. DEIについての認識を高め、理解を深める 4. クラブ内や地域社会内でDEIに関する行
動を起こす。このパンフレットでは、これらの各ステップでできる実践例を紹介しています。
これらの推奨事項を基に自分のアイデアを生み出し、この重要な取り組みに独自の視点や体験
を取り入れてください。 そうすることで、皆さまのクラブ、地区、そしてロータリーそのも
のの目標達成を支援するうえで重要な役割を果たしま す。DEIに真摯に取り組み、優れた戦略
を活用することで、私たちにとってより有意義なリーダーシップ、ネットワークづ くり、奉
仕活動の機会を実現できます。DEIの価値観を取り入れることで、より強力なパートナーシッ
プを構築し、より 画期的なプロジェクトを計画し、進化し続ける世界により俊敏に対応でき
るようになります。私たちと関わるすべての人が歓迎され、尊重され、大切にされていると感
じられるようにすれば、私たちもロータリーの活動によりやりがいを感 じられるようになる
でしょう。すべての人の意見に耳を傾け、尊重する必要があります。私たち全員が、成果を上
げ、リーダーとなり、ロータリーを通じてインパクトをもたらすチャンスを等しく与えられる
必要があります。ロータリーについて考え、DEIについて考えましょう。私たちの取り組みに
より、地域社会および世界中でリーダーシップを高め、私たちが大切にする価値観の認識を広
め、世界をより良い方向に変える力を高めることができます。私たち全員がこの取り組みから
多くのものを得ることができます。ともにこれらのステップを実践できることを楽しみにして 
います。心を込めて  



★来客紹介：ありません  
    
★会長報告：林会長 
1.今期会長を務めさせて頂きます林でございます。1
年間どうぞよろしくお願いいたします。 

2.本日7/7は七夕です。七夕の所説について少し話さ
せて頂きます。織姫と彦星と言うと、7/7のたった
一度だけ会うことを許されている恋人同士。ゆえ
に七夕の夜はロマンチックな時間であり、近年で
は恋人の日という認識が強いような気がします。
しかし、皆さんはこの織姫と彦星の、本当の話を
知っていますでしょうか？本当の話も何も、愛し
合っているのに引き裂かれたしまった悲しい話
じゃないか？とお思いですよね？実は・・それは
違うかったのです。知ってしまったら最後、これ
までの甘く素敵な七夕の夜が変わってしまうかも
しれません。 

 昔々、天の川の東に、織物を織るのがとても上手
な女性がいました。しかし織女は年頃になって化
粧もせず遊びにも行かず織物ばかりを織り続ける
ので、彼女の父である天帝は不憫に思い、婿探し
を始めます。一方その頃、天の川の西には真面目
に働く牛飼いの青年がいました。天帝は青年の噂
を聞きつけ、「是非娘と結婚してくれ」と願い出
ました。青年はその話を有り難く引き受け、2人は
結婚することになったのです。ところが、結婚し
てからというもの、あれだけ一生懸命に働いてい
た2人は、毎日天の川のほとりで話をするばかりで
全く働かなくなってしまったのです。これに激怒
した天帝は2人を引き離し、「前のようにしっかり
働くのなら、年に一度、7月7日の夜だけは会って
もよい」と告げたのです。これが、織姫と彦星の
話の真実です。2人は怠け者になってしまったの
で、別れさせられてしまったのです。二人は恋人
同士ではなく夫婦だったのです。愛し合いながら
も身分違いのため一緒になることを許されず、引
き離されてしまったのではなく、せっかく天帝の
計らいで幸せな毎日を送っていたのに、真面目に
働かなかったがゆえ、別れさせられてしまったの
です。 

 織姫と彦星の話の真実を知って、少しガッカリさ
れた方もいらっしゃるのではないでしょうか。信
じるか信じないかはあなた次第です。  

 
★幹事報告：松田幹事 
1.本日の週報に持ち回り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.本日例会終了後、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お願いいたし
ます。 

3.メールボックスに上期会費、地区大会資金分担
金、ロータリー財団と米山奨学会の寄付の請求書
を入れさせていただいております。会費は高額に
なりますので、なるべく銀行振り込みしていただ
きますようお願い申し上げます。 

 会長報告でご報告有りました通り、恒久基金の寄

付を追加させて頂いております。また、周年積立
金の請求書は今週はお入れしておりませんので、
後日ご案内申し上げます。 

4.ロータリーレート変更のお知らせです。７月の
ロータリーレートは１ドル＝１３６円となってお
ります。 

5.ガバナー月信７月号を受付横に置いておりますの
でご一読ください。また、2660地区のホームペー
ジからもご覧いただけます。 

6.週報のファイルを受付に置いておりますのでお持
ち帰りください。 

7.７月１４日、２１日の例会は７階で行いますので
よろしくお願いいたします。 

 
★委員会報告 
◇友好委員長：中川博之委員長 
7月14日開催させていただきます会長幹事慰労会の締
め切りが7月11日でございます。まだ提出しておられ
ない方はご提出よろしくお願いいたします。 
 
★ニコニコ箱報告：長崎副SAA 
林 博之：皆様、今期一年お手柔らかによろしくお

願いいたします。 
松田禎胤:一年間、幹事を務めさせて頂きます。皆様

どうぞよろしくお願い致します。 
谷口 勉：林会長、松田幹事以下理事役員の皆様、

一年間体に注意して頑張ってください。 
北橋茂登志：今期、会長幹事役員の方々どうぞよろ

しくお願い申し上げます。 
大地庸元：林会長、松田幹事、難しい船出ですが頑

張ってください。 
山田誠一：今会もよろしく。 
北田好文：林会長、松田幹事の船出を祝って。 
遠藤友一郎：本年度、会長、幹事、理事役員の皆

様、一年間よろしくお願いします。 
千田忠司：本年度も宜しくお願い致します。 
夏 明義：林会長、松田幹事、理事役員の皆様、一

年間宜しくお願い致します。 
荻原 奨：林会長、松田幹事、役員の皆様、今年も

よろしくお願いします。 
白野陽一：林会長、松田幹事、一年間よろしくお願

いします。 
伴井敬司：林会長、松田幹事、理事役員の皆様、一

年間お世話おかけしますがよろしくお願
いします。 

菰田吉見：林会長、松田幹事、理事役員の皆様、一
年間よろしくお願いします。長期例会欠
席お詫び。 

西野文秀：今期林会長、松田幹事、理事役員の皆
様、スタートですね。頑張って下さい。 

石川益三：林会長、松田幹事、素晴らしいコンビが
出来ました。今期も楽しいロータリーク
ラブに参加させて下さい。 

岡西豊博：林会長、松田幹事、理事役員の皆様、今
期宜しくお願いします。本日早退お詫び。 

西原芳博：林会長、松田幹事、理事役員の皆様、一

年間よろしくお願いします。 
久保幸一：林会長、松田幹事、理事役員の皆様、

よろしくお願い申し上げます。 
徐 正萊：会長就任御祝い！（本音です） 
伊藤 仁：林新会長、松田新幹事他、理事役員の

皆様、今年度どうぞよろしくお願いし
ます。 

川口栄計：林会長、松田幹事、一年間よろしくお
願いします。 

松浦孝尚：林会長、松田幹事、理事役員の皆様、
一年間よろしくお願いします。 

中川静夫：林会長、松田幹事、理事役員の皆様、
本年もよろしくお願いします。 

立花英司：林会長、松田幹事、理事役員の皆様、
一年間よろしくお願いいたします。 

網干康史：会長幹事、一年間よろしくお願いしま
す。 

米澤 勉：林会長、松田幹事、一年間よろしくお
願いします。 

福田 忠：林会長、松田幹事、理事役員の皆様、
一年間よろしくお願いします。 

森 圭司：林会長、松田幹事、理事役員の皆様、
一年間よろしくお願いいたします。 

清水一人：今期一年間よろしくお願いします。 
鉃﨑 薫：林会長、松田幹事、一年間よろしくお

願いします。誕生日、自祝して。 
早栗義文：林会長、松田幹事、この一年よろしく

お願いします。 
本間一成：林新会長、ガンバッテ下さい。 
中川博之：今年度から友好委員長を担当させて頂き

ます。友好委員会の皆さんと力を合わせ
てクラブを盛り上げていきたいと思いま
すので、どうぞよろしくお願いします。 

中井政嗣：会長幹事、ご就任御祝い。 
荒山義雄：林会長、松田幹事、宜しくお願い致し

ます。結婚記念日、自祝。 
岡本真一郎：今期もよろしくお願いします。（七

夕の願いも熱く令和夏） 
宮本倫明：新年度スタートを記念して林新会長、

松田新幹事、宜しくお願い致します。 
川井宗次：林会長、松田幹事、一年間よろしくお

願いします。 
長田博文：新年度スタート！宜しくお願いします。 
長崎 武：今年度もよろしくお願いします。 
秋田祐作：新会長、新幹事、一年間よろしくお願

い致します。 
藤原秀之：林会長、松田幹事、中川委員長、理事

役員の皆様、一年間宜しくお願い致し
ます。例会欠席お詫び。 

吉田 智：新年度スタート、宜しくお願いします。 
飛田了介：林会長、松田幹事はじめ先輩の皆様一

年間どうぞ宜しくお願いします。 
 
★卓話   テーマ  「就任挨拶」 
      卓話者  林 博之会長 
           松田禎胤幹事 
 
卓話内容は、
7/7の週報へ
掲載させて頂
きました。 

  前回の記録  第１回 ７月７日（木） 

７月度定例理事会議事録 

1.年間スケジュールについて別紙のとおり承認された。 

2.四種のお祝いについて承認された。 

3.2022-2023年度予算について、森会計から書面で示され報告された。 

4.例会出席、メークアップについて、昨年に引き続き、出席を義務化しない、また皆出席、ミ

スターナンバ、ミスターバズセッションの表彰制度を休止とする事が承認された。 

5.会長幹事慰労会について、7月14日(木)食道園宗右衛門町本店にて現在40名の参加を予定して

いる事が報告された。 

6.ロータリーデー（2023年2月25日開催）について、川口実行委員長より役割分担やスケジュー

ルについて報告され、テーマについては会長、実行委員長に一任することが報告された。 

7.菰田吉見会員の出席免除が承認された。 

8.50周年積立金について話し合われ、継続審議とされた。 

9.ガバナー補佐活動費として30万円を本会計予備費から拠出することが承認された。 

10.事務局職員の給与について昇給されることが承認された。 

今月お誕生日を迎えられる
会員各位 

今年度のテーマ幕と 
クラブビジョン 

西原直前会長、中川静夫直前幹事に記念バッジが贈られました。 

また、西原直前会長、中川静夫直前幹事から林会長、松田幹事へ 

現会長幹事のバッジが贈られました。 


