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7月 入会記念日 おめでとうございます
7月1日
7月4日
7月6日

長崎 武会員
池側一司会員
神田眞晃会員

令和 3年
令和元年
平成18年

7月3日
7月4日

原田直己会員
岡本真一郎会員

ＷＥＥＫＬＹ

ＢＵＬＬＥＴＩＮ

平成20年（再）
令和元年

７月２３日（土）、大阪難波ＲＡＣのＢＢＱ例会が行われました。今回の例会は新入会員
の獲得のために少し工夫を凝らし、まずいつもの例会場の河原センタービル会議室で例会
を行い、その後なんばパークスのThe Rooftop BBQに移動し、入会検討者の方と共にバー
ベキューしながら懇親を図るという企画でした。大阪難波ＲＣからは、北田クラブ戦略計
画委員長からの呼びかけもあり、１１名ものメンバーにご参加頂きました。他には、大阪
天満橋ＲＣから地区ローターアクト委員会副委員長の仲西良浩様、そして大阪西南ＲＡＣ
や大阪ユニバーサルＲＡＣなど、他ＲＡＣからもたくさんのメンバーが参加して頂きまし
た。天候にも恵まれ、とても充実した例会になったと思います。私共と致しましては、こ
れからも提唱ＲＣとしてサポートしていきたいと思います。
文責：福田 忠

（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） 」

大阪難波ロータリークラブ週報

（第2660地区ガバナー

次回の卓話

ロータリー４つのテスト

７月２８日（木）
テーマ
「各委員会活動計画説明」
卓話者

８月４日（木）

言行はこれに照らしてから

テーマ

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

現在までの思い出話」
卓話者 谷口 勉 会員

創立記念卓話

会

（点鐘）

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

四つのテスト

真実かどうか
みんなに公平か
好意と友情を深めるか
みんなのためになるかどうか
ニ コ ニ コ 箱 報 告

木下裕子
林 博之会長
松田禎胤幹事
各委員長
出席委員
ＳＡＡ

前 回 の 合 計
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本日までの累計
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7月末の予算額
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２．みんなに公平か

♪

本日のプログラム

会 食
・歌とピアノ
・会長報告
・幹事報告
・委員会報告
・出席報告
・ニコニコ箱報告
・卓話

１．真実かどうか

「クラブ創立時から

開 会 （点鐘） 通算第２１４８回例会
・ロータリーソング「四つのテスト」
・ソングリーダー
岡本真一郎会員
・来客紹介
友好委員

8月 6日（土）地区職業奉仕委員長会議
8月18日（木）例会
8月27日（土）青少年奉仕委員長会議

宮里唯子 ）

今日の卓話

第４回例会

これからの予定
8月 4日（木）例会・定例理事会
8月11日（木・祝）休会
8月25日（木）例会
9月 1日（木）例会・定例理事会
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員

席 報

７月２１日
総

告
３週前 ６月２３日

数 ６ １ 名
出席免除を除く

出 席 会 員 数 ３ ９ 名 ＭＵを含む
修正出席率78.94％
出
席
率 ６ ９ ％

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

前回の記録

第３回

★来客紹介：ありません
★会長報告：林会長
1.昨日7月20日は大阪のコロナ感染者が22,000人を
超え、過去最高の感染者を記録してしまいまし
た。とはいえ、例会は休まないと決めましたの
で、来週からはハイブリット開催を利用し、継
続して例会を執り行っていきたと思います。
2.先日は西原会長・中川幹事の慰労会お疲れ様で
した。食道園の美味しいお肉とお酒に堪能致し
ました。段取りをして頂いた中川友好委員長を
はじめ、友好委員の皆様ありがとうございまし
た。二次会も久しぶりカラオケ大会になり、大
変盛り上がりました。ありがとうございまし
た。
3.大阪難波RCの公式ライングループをご案内させ
て頂いたところ、早速に参加をして頂きありが
とうございます。報告、ご案内等のイチアイテ
ムとしてご活用をさせて頂ければ幸いです。
4.本日も先週に引き続き「各委員会活動計画」の
ご説明になります。
まず会員選考の千田元会長ですが、会員選考と
同時に増強をして頂きありがとうございます。
千田元会長の人脈とネットワークにはいつも
ビックリさせられております。先日も早速にお
一人ご紹介を頂き、ご入会の手続きに入ってお
ります。引き続きよろしくお願い致します。
そして、会員増強委員長には赤坂委員長にお願
いを致しております。早速に2名の申し込みも
あり赤坂増強委員長にご報告もさせて頂いてお
ります。また増強委員には川口元会長、中川博
之会員、早栗会員にも入って頂いておりますの
で、心強いと感じております。
情報・規定には谷口元会長にお願いを致してお
り、私が入会をしてインフォメーションをうけ
たいな、と思い谷口元会長にお願いを致しまし
た。
国際奉仕には三島委員長にお願いをしました。
来年、三姉妹が開催されるか？心配ですが開催
されれば、フットワークの軽い三島委員長が仕
切って下さるものだと安心しております。
社会奉仕には伊藤会員にお願いをしたところ、
早速に献血センターに足を運んでき、献血活動
の日程や、ウクライナ支援活動の計画など活発
に行動して頂いております。
クラブ戦略計画委員長には、北田元会長にお願
いをしております。大阪難波RCを愛して止まな
い第一人者として、大阪難波RCの中長期計画を
立てて頂いております。また、我々若手のロー
タリアン育成に 咤激励をお願い致します。
それでは各委員長さん本日もよろしくお願いい
たします。

７月２１日（木）
★幹事報告：松田幹事
1.来週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。
2. ８月４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
下さい。
3.例会場変更のお知らせです。来週７月２８日は
３５Fで行いますので宜しくお願い致します。
4.上期会費をまだお納めでない方はお振込みいた
だきますよう、よろしくお願い致します。

★委員会報告
◇青少年奉仕/大阪難波RAC委員会：石川委員長
本日秋のライラセミナーについてご案内させてい
ただきます。2022-23年度の秋のライラセミナー
のリーフレットを配らせて頂きました。これは青
少年奉仕活動行事の一環として、ホストクラブ・
チームライラ・地区青少年委員会が一体となって
行っているものです。このライラセミナーは青少
年育成の歴史を46年間積み上げて来ました。日本
で最初に第2660地区が始めたプログラムです。大
阪難波RCは2010年にホストクラブを務めており、
今年度は茨木RCがホストクラブとなっておりま
す。若い人々の中にある指導者としての資質を啓
発すると共に、青少年としての知識と技術の向上
を目的としています。18歳から30歳までの会員子
息・従業員や当クラブと関係の深い青少年たちが
対象です。「未来を担うリーダー」の育成に向け
て、大阪難波RCからも１名以上の青少年の参加育
成が出来ますよう、皆様の推薦、ご協力をお願い
致します。
★ニコニコ箱報告：長田会員
林 博之：会長幹事慰労会、お疲れ様でした。食
道園の焼肉美味しかったです。ありが
とうございました。
松田禎胤：会長幹事慰労会、中川友好委員長、友
好委員の皆様、大変お世話になりまし
た。
西原芳博：先日の会長幹事慰労会、お招きいただ
き、林会長、会員の皆様ありがとうご
ざいました。又、楽しい企画を中川友
好委員長、感謝いたします。
川口栄計：直前会長幹事慰労会、中川委員長、友
好委員会の皆様お疲れ様でした。
久保幸一：会長幹事慰労会、お世話になりまし
た。中川友好委員長はじめ皆様、あり
がとうございました。
中川静夫：会長幹事慰労会、開催して下さり、皆
様ありがとうございました。
網干康史：先週の会長幹事慰労会、皆様お疲れ様
でした。中川友好委員長、友好委員の
皆さんお世話になりました。西原直前
会長、中川直前幹事、ありがとうござ

いました。
開催が予定されています。三姉妹共同国際奉
森田 納：会長幹事慰労会、中川友好委員長、
仕事業（旧WCS）につきまして、同じくホス
お疲れ様でした。
ト国の企画のもと1,000ドルを予算としてお
三島敏宏：例会及び、直前会長幹事慰労会、欠
ります。
席お詫びとして。
国際奉仕委員会クラブフォーラムといたしま
中川博之：会長幹事慰労会にご参加頂きまし
しては、ロータリーデー終了後の4月を目処
て、ありがとうございました。西原
に予定をしております。
直前会長、中川直前幹事、改めまし
前年度もございました、国際的な災害支援金
て一年間本当にありがとうございま
につきましては、RIや地区の活動をもとに臨
した。そしてお疲れ様でした。
機応変に対応したいと考えております。
中井政嗣：暑中お見舞い申し上げます。
宮本倫明：家内、熱中症回復、自祝。
社会奉仕委員会：伊藤 仁委員長
吉田 智：会長幹事慰労会、お疲れ様でした。
今年度もコロナが完全に終息し
長田博文：会長幹事慰労会、開催ありがとうご
ていない状況下で、制約される
ざいました。
活動も出て来ると思われます
が、必要とされる社会奉仕活動を行って参り
★卓話
テーマ「委員会活動計画」
ます。
司 会： 清水一人副会長
①道頓堀リバーフェスティバルへの参画(11
月)ポリオ撲滅募金活動、チャリティーバ
会員増強委員会：赤坂宏委員長
ザー
本年度林会長松田幹事のも
②献血活動(1.2月)
と、純増3名を目標とさせてい
会員、会員家族・友人、法人への献血バス配
ただきます。メンタリング制
車。献血応募者に対する記念品提供
度をもっと活性化し、新会員がいち早くクラ
③四天王寺悲田院慰問活動(6月)
ブに馴染むだけでなく、世代間で交流しお互
和太鼓部出演
いに研鑚を積むように努めたいと考えます。
④児童養護施設への遊具及びサッカーボール
そして退会防止も大事な責務とも考えていま
寄贈。またセレッソ大阪の選手を招きサッ
す。やむを得ない事情等ございますでしょう
カースクールを開催し子供達の親睦を図る
が、できるだけ早期にご相談いただけるよう
(12月)
尽力し、解決方法がないかを、一緒になって
⑤ウクライナ関連(時期未定)
考えていき退会防止に繋げたいと考えます。
支援活動を行っている日本赤十字社による卓
新入会員の増強は、皆様方から、お知恵お力
話の開催。
をお借りし、そして目標を達成したいと思い
その他ウクライナ難民支援(内容未定)
ます 。
会員選考委員会：千田忠司委員長
情報規定委員会：谷口 勉委員長
今期もクラブ組織の谷口会員、
活動計画の主たるものは、新入
会員選考の大地会員、北橋会
会員のオリエンテーションであ
員、中井会員と相談しながら、
り、ロータリークラブの基本理
異業種の方々の増強活動を行
念はもとより、当クラブの奉仕に対する方向
い、理事会に上程出来るよう、頑張りたいと
性を中心に説明することである。
思います。
更に、出席の大切さや、ロータリーライフに
ついての楽しみ方など、一日も早くクラブに クラブ戦略計画委員会：北田好文委員長
溶け込めるように説明を行なう事である。
今後の当クラブのビジョンに関
マイロータリーへの登録を、未登録の会員へ
しては４５年の歴史と伝統を守
お願いします。
る事に何をどうして引継ぎして
又、規定についてはRIや地区からの通達につ
行くかを、会員の皆様と相談し
いて、すみやかに全会員に知らせる事、及
て進めて行きたいと思います。
び、当クラブ細則の変更など検討しつつ必要
特に、新しい若手の会員へのロータリー知識
に応じて理事会に提案する予定である。
の伝授とＲＡＣの例会への会員の積極的な参
加を呼び掛け、創立５０周年への大阪難波
国際奉仕委員長：三島敏宏委員長
ロータリークラブ発展に寄与して行きたいと
世界的なコロナの影響で、3期
思います。
連続見送られてました三姉妹
クラブ交流会につきまして、
釜山西北RCがホスト国となり

