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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２１日（木） 
テーマ 
 「各委員会活動計画説明」 
卓話者   
会員増強、情報規定、国際奉仕、
社会奉仕、会員選考、クラブ戦略
計画の各委員長 

ロータリー４つのテスト 次 回 の 卓 話 

７月２８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、国際交流三姉妹、青
少年奉仕/大阪難波RAC、ロータリー財
団、職業奉仕、クラブ研修の各委員長 

 
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 ） 

 ２０２２．７．２１  №２１４７ 

ニ コ ニ コ 箱 報 告 

前 回 の 合 計     ￥３０，０００ 

本日までの累計    ￥３００，０００(90％達成) 

7月末の予算額     ￥３３０，０００ 

出 席 報 告 

前回 ７月１４日 ３週前 ６月１６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 ３ ４ 名

出 席 率 ６ ２ ％ 

第３回例会  本日のプログラム 

開 会 （点鐘） 通算第２１４７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     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23日（土）地区米山奨学委員長・カウンセラー研修会 

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 6日（土）地区職業奉仕委員長会議  8月11日（木・祝）休会         

8月18日（木）例会                    8月25日（木）例会 

  ♪ 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  

  ７月 結婚記念日 おめでとうございます 
 

     7月 5日 米澤 勉会員ご夫妻   7月 7日 荒山義雄会員ご夫妻 

     7月 8日 松浦孝尚会員ご夫妻 

7月14日（木曜日）18時より食道園/宗右衛門町本店で、西原直前会長・中川（静）直前幹事の慰労会
を開催し、37名の皆さんにご参加頂きました。慰労会では林会長より西原直前会長へ、松田幹事より
中川（静）直前幹事へ、クラブからの記念品を贈呈させて頂きました。また、西原直前会長の推薦者
である北田元会長に乾杯のご発声をして頂き、美味しい焼肉を食べながら、一年間の活動の様子をス
ライドショーで放映し、思い出話しに花が咲きました。そして、松田幹事に中締めを担当頂き、最後
は千田元会長に一本締めを担当して頂きお開きとなりました。 
慰労会では、楽しい雰囲気で西原直前会長、中川（静）直前幹事を迎えて頂き、大阪難波RCらしい感
謝の気持ちをお伝えできたと思います。ご参加頂いた皆さん、サポートして頂いた友好委員会の皆さ
ん、安部さん、ありがとうございました。  文責：中川博之 

西原直前会長、中川静夫
直前幹事、一年間本当に
お疲れ様でした♪ 

宮里ガバナーもお越しくださいました。 



★来客紹介：ありません  
    
★会長報告：林会長 
1.先日は日本に衝撃が走りました。安倍元総理が銃
撃されました。日本国にて銃撃で暗殺されるとは
衝撃でした。拳銃って自分で作れるんやというこ
とにもビックリしました。安倍元総理と言えば、
私個人的には民主政権から経済を立て直して頂い
た方だと思っています。3本の矢「大胆な金融政
策」「機動的な財政政策」「投資を喚起する成長
戦略」を掲げ、円安・株高でアベノミクスの基盤
を築き、2012年には、株価は2倍超になり、企業
の業績も過去最高に回復しました。また森友加計
問題や政治と金の問題などの話もありましたが、
歴代総理としては最長の2822日続在任を担ってい
ただきました。歴代総理の中でも、すごく功績を
残された方だと思っております。ご冥福をお祈り
したいと思います。 

2.今月の卓話は3週に渡り「各委員会活動計画」の
ご説明になります。今期を迎えるにあたり、各委
員長さんとは、今期の進め方や方針などの調整は
させて頂いておます。 

 クラブ奉仕の清水会員、前期は友好委員長、そし
て今期は5大奉仕の中でも一番重要と言っても過
言ではないクラブ奉仕を担って頂きます。 

 クラブ会報、雑誌には川井さんがご担当頂きま
す。先週の初例会では、あちこち写真を撮りに
回って頂き、「委員長になったからには頑張りま
す」との発言も頂戴致しました。 

 友好委員長には中川博之会員に担って頂きます。
友好委員長は一番大変なポストです。でも中川博
之委員長の企画力と仕事のクオリティーの高さを
見ると、安心してお任せ出来ると思っています。 

 広報・ホームページには宮本会員にお願いをして
おります。宮本会員のお仕事も企画会社なので、
前広報・ホームページの中川博之会員のスムーズ
な引継ぎをして頂いております。 

 米山奨学会には立花会員にお願いをしておりま
す。多くを語らずとも、坦々とこなしていただい
ております。 

 SAAには網干会員にお願いをしたところ、「林の
ためならやったろう」言って頂き、網干会員が
ロータリーに入会して一番気合の入った年度に
なっております。 

 職業分類には夏元会長にお願いを致しました。夏
元会長には職業分類だけではなく、引き続きクラ
ブのリーダー役として若手を引っ張って頂ければ
幸いです。以上、各委員長さん、本日はよろしく
お願いいたします。 

3.池側会員が体調を壊しておられ少しお休みをされ
ていましたが、今晩の会長幹事慰労会にご参加し
ていただけるそうです。 

 
★幹事報告：松田幹事 
1.本日の週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ください。 
2.出席免除についてですが、ロータリー歴と会員の

年齢の合計が８５年以上で少なくとも２０年の
ロータリアン歴がある方は、理事会の承認があ
れば出席免除が認められておりました。2022年
規定審議会で希望があれば認められるという事
が採択されましたので、７月より鉃﨑薫会員が
出席免除となりますのでご報告申し上げます。 

3.来々週７月２８日例会終了後、臨時総会を開催さ
せていただきますので、少しお残り下さい。 

4.本日週報と一緒に年間スケジュールを入れさせて
いただいておりますのでご確認ください。 

5.守口イブニングロータリークラブより創立２０周
年記念誌が届きましたのでご回覧ください。 

6.大阪難波RC全体のグループLINEを作りたいと思い
ます。ルールを守って使用しますので、招待が
ありましたらご協力下さい。 

 
★委員会報告 
◇青少年奉仕/大阪難波RAC委員会：福田会員 
本日ポスティングさせていただきました大阪難波
RACが7月23日(土)に新入会員勧誘の為のBBQ例会を行
います。河原センタービルで11:30より説明を行
い、その後移動しましてBBQ例会を行いますので、
ロータリアンの皆様も是非ご参加ください。 
 
◇クラブ会報・雑誌委員会：川井委員長 
「ロータリーの友７月号のご紹介」 
縦P20～28 [ロータリーアットワーク] 
  全国各クラブの活動を写真と記事で紹介する

コーナーです。P23 大阪中之島RC・大阪東南RC
共催の奉仕活動が紹介されています。 

横P.20～37 [ガバナーの横顔] 
  全国34地区の新しいガバナーが紹介されていま

す。2660地区は33ページです。我らが宮里ガバ
ナーは、山本ＰＧがユーモアたっぷりに紹介さ
れています。 

 
◇友好委員会：中川博之委員長 
本日18時より食道園宗右衛門町本店にて、西原直前
会長・中川（静）直前幹事の慰労会を開催させて頂
きます。二次会も予定しておりますので、是非ご参
加ください。 
 
★ニコニコ箱報告：日髙副SAA 
林 博之：今夜、西原直前会長、中川直前幹事の慰

労会、よろしくお願いいたします。 
松田禎胤:本日の会長幹事慰労会、今期最初の友好

行事になります。中川友好委員長、一年
間どうぞ宜しくお願い致します。 

夏 明義：遅れましたが、西原直前会長、中川直前
幹事、旧理事役員の皆様、お疲れ様でし
た。今期、徐副会長頑張ってください。 

森田 納：例会欠席お詫び。 
 田啓介：林会長、松田幹事以下理事役員の方々、

どうぞよろしくお願い致します。 
日髙雅哉：今晩の西原直前会長、中川直前幹事の慰

労会を盛大に盛り上げさせて頂きます。 
 

★卓話    テーマ「委員会活動計画」 
        司 会： 清水一人副会長 
 
クラブ奉仕委員会：清水一人委員長 
前期はコロナウイルスの感染拡大
やロシアによるウクライナ侵略行
為による社会情勢や、経済活動の
目まぐるしい変化の影響を受けた会員さんもい
らっしゃると思います。 
一日も早いコロナウイルスの終息と世界平和が
おとずれる事を願っています。また大阪難波
ロータリークラブの活動も緊急事態宣言、まん
延防止等重点措置により思うように出来ません
でしたが、その中でもできる限りの活動をおこ
なったと思います。本年度はwithコロナの中で
林会長、松田幹事のもと各委員長と協力して大
阪難波ロータリークラブの奉仕活動に努めてい
きたいと思います。 
  

クラブ会報・雑誌委員会：川井宗次委員長 
（クラブ会報） 

例会行事にご参加して頂く事が
できない皆様にも活動の様子を
知って頂ければと思います。そ
の為、写真等を用い分かり易く
お伝え出来る様、努力していきます。この週
報を通して、ゲストの方にも活気ある大阪難
波ロータリークラブをお伝えしていきます。 
（雑誌） 
月に一度のご紹介では、皆様に簡潔に分かり
易くお伝え出来ればと思います。 
入会年度の浅い会員の皆様にもロータリーの
事をより知って頂くために友好委員会の皆様
と交代制で、協力し合いながらご紹介をさせ
ていきたいと思います。 
  

友好委員会：中川博之委員長 
昨年度から引き続き、コロナの
状況に応じて柔軟に対応できる
プランを練り、会員同士はもち
ろん、ご家族の方にも、安心安全に楽しんで
頂けるような行事を計画しております。 
友好行事を通して、会員同士の親睦が更に深
まり、当クラブでの活動がより活発化する、
そんな取り組みに力を入れて参りたいと思い
ます。林会長、松田幹事のもと、各委員会と
も連携しご協力を頂きながら行事を運営でき
ればと思います。 
7月14日 会長幹事慰労会 
9月 4日予定  家族会in琵琶湖 
9月予定  第1回友好ゴルフコンペ 
11月予定 秋のグルメ会 
12月 8日 クリスマス家族会 
3月予定  マラソン大会 
4月予定  第2回友好ゴルフコンペ 
6月予定  打ち上げ家族旅行 

 
 

広報･ホームページ委員会：宮本倫明委員長 
１．ホームページの活用 
リニューアルされたホームページ
を積極的に活用し、当クラブの取
り組みを様々な形で発信していき
ます。ホームページを通して、幅広い方々に当
クラブの存在を知って頂き、入会を検討頂いて
いる方には当クラブの魅力がしっかりと伝わる
様な質の高い情報発信に取り組みます。 
２．SNSへの情報発信 
当クラブのFacebookページを活用し、例会の様
子や各種行事のご案内・ご報告などSNSへの継
続した情報発信に取り組みます。ホームページ
とも連動し、当クラブの魅力が多くの方にシェ
アして頂けるように、新鮮で質の高い情報発信
に取り組むとともに、閲覧者、訪問者の増加を
目指していきます。 
３．広報活動について 
ホームページ・SNSへの情報発信だけでなく、
その掲載内容をロータリー関連の媒体等へプレ
スリリースし、様々な媒体からも当クラブの取
り組みを情報発信して頂けるような広報活動に
取り組みます。 
 

米山奨学会委員会：立花英司委員長 
米山奨学委員会の地区年次目標で
ある奨学生の支援は、日本での新
型コロナウイルスの感染状況を踏
まえた結果、今年度も、昨年同様海外の奨学生
の受け入れを見送ることとなりました。 
当クラブといたしましては、例年通り米山奨学
会に対して支援を行なってまいります。重ねて
会員の皆様方には、普通寄付金と特別寄付金を
お願いしたく思っております。 

 
ＳＡＡ：網干康史委員長 

少し落ち着いてきた感もあるコ
ロナの状態ですが、従来通りの
感染防止対策の大枠に沿って状
況の変化を見ながら臨機応変に対応していく
つもりです。また、イレギュラーや警報が発
令した際には、会長、幹事の指示を仰ぎなが
ら対応を検討していきたいと思っておりま
す。如何せん、はっきりとは状況の見えない
ところもありますが、臨機応変に状況判断も
していきながら適切な対応を進めていきたい
と思っております。今年度も出来る限り円滑
に例会が進行できますよう頑張ってまいりま
す。 

  
職業分類委員会：夏明義委員長    

新入会員に対して適正な職業分
類を行い、充填部門を埋めるよ
う努力いたします。また、職業
分類別会員一覧表を熟視し、今後の大阪難波
ロータリークラブに適合した職種について検討
を加え、必要と認めれば追加いたします。 

  前回の記録  第２回 ７月１４日（木） 


