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おめでとうございます
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西野文秀会員ご夫妻

定例理事会議事録
1.５０周年積立金について、継続審議とする。
2.ロータリーデーについて、開催内容や登録料など詳細が話し合われた。
3.フレッシュロータリアンについて、開催内容について話し合われた。
4.中川博之会員・林博之会員ご推薦の平野浩希氏、千田忠司会員・林博之会員ご推薦
の山川正時氏が会員候補者として承認された。
5.大阪難波RAC会員の大阪難波RC例会への参加について、1人年1～2回の参加を促し、
ビジター費は青少年奉仕委員会から拠出することが承認された。
6.秋のRYLAセミナーへ大阪難波RACメンバー2～3名参加を予定しており、参加費は青少
年奉仕委員会より拠出する事が承認された。
7.例会時のニコニコ箱の横に、大阪難波RACのニコニコ封筒を置くことが承認された。
8.マイロータリー登録について、現在登録率が63.9％であり、未登録の会員へ登録し
て頂くことについて話し合われた。

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

８月１８日（木）

８月２５日（木）

言行はこれに照らしてから

テーマ

テーマ
卓話者

卓話担当者
第６回例会

これからの予定
8月25日（木）例会
8月27日（土）青少年奉仕委員長会議
9月 1日（木）例会・定例理事会
9月 3日（土）財団セミナー
9月 8日（木）例会
9月15日（木）例会・クラブ協議会
9月22日（木）例会

一人年間：71ドル
一人年間：1.0ドル
一人年間：50ドル
一人年間：10ドル
一人年間：22,000円
一人年間：6,000円
一人年間：3,300円

大阪難波ＲＡＣ8月度第1例会
【日時】2022年8月18日(木)19:30～21:00
【場所】河原センタービル3F
大阪市中央区難波千日前5-19
【内容】認知度調査 クイズ形式例会
【ロータリアン登録料】3,000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

１．真実かどうか

「２０年を振り返って」
加茂 次也様

1.ＲＩ（ロータリーインターナショナル）への人頭分担金
2.ＲＩの規定審議会分担金
3.ポリオプラス寄付
4.ＲＩ財団への寄付
5.地区運営資金・地区活動資金・地区大会資金
6.米山奨学会への普通寄付
7.「ロータリーの友」購読料

宮里唯子 ）

今日の卓話

卓話者

今年度分担金等の内訳

（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） 」

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

白野陽一会員
♪

本日のプログラム

それでこそロータリー

どこで会っても やあと言おうよ

開 会 （点鐘） 通算第２１５０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
・ストレッチ

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
ニ コ ニ コ 箱 報 告

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

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

￥５０，０００

本日までの累計

￥４６５，０００(70％達成)

8月末の予算額

￥６６０，０００

出
前回
会

員

総

８月４日

会

告
３週前 ７月１４日

数 ６ １ 名

出 席 会 員 数

閉

席 報

３ ８ 名

（点鐘）

出席免除を除く
ＭＵを含む

修正出席率68.51％
出

席

率 ６ ７ ％

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

8月は「会員増強・新クラブ結成推進月間」です
前回の記録

第５回

★来客紹介：ありません。
★会長報告：林会長
1.本日8月4日は土用の丑の日となっておりま
す。土用の丑の日には、うなぎを食べると
良いとされています。なぜうなぎなのかと
調べましたら、江戸時代、平賀源内の提案
で、夏に売上げが少なかったうなぎ屋さん
に「本日 土用丑の日」という看板を出さ
せたところ大繁盛に。その後、他のうなぎ
屋も真似するようになったことで習慣が定
着したと言われています。
土用の丑の日には、うなぎのほかにも食べ
るとよいとされるものがあります。たとえ
ば「う」がつく、「梅干し」「うどん」
「瓜」などです。また、土用しじみは夏の
産卵を控え、身が肥えているのが特徴で、
栄養価が高く、ビタミン類や鉄分が豊富に
含まれています。そのため、疲労回復や肝
機能を高め、貧血・高血圧予防などの効能
があることから「土用しじみは腹薬」と呼
ばれているほどです。土用しじみはうなぎ
同様、土用の丑の日に最適な食べ物といえ
るようです。
一度お試しください。
先日、北橋元会長からお葉書を頂戴し、北
極星産業株式会社創業100周年感謝の集いと
いう事で、おめでとうございます。また創
業100年の歴史などを聞かせて頂ければあり
がたいと思います。
私どもの会社、合同衛生株式会社も昨年創
業100周年を迎えまして、昨年の5月10日
（ごうどうの日）と語呂合わせを致しまし
て100周年記念式典パーティーを行うつもり
でしたが、コロナの影響で延期、延期とな
り、この秋11月2日18時よりにスイスホテル
にて執り行う運びとなりました。ついては
大阪難波ロータリークラブの皆様をご招待
いたしたいと思っておりますので、ご来臨
を賜りますようお願い申し上げます。
★幹事報告：松田幹事
1.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
下さい。

８月４日（木）
2.来週８月１１日は休会です。次回例会は８
月１８日です。８月８日～１２日まで事務
局は夏休みをいただきますので、緊急連絡
は松田幹事までお願い致します。
3.ロータリーレート変更のお知らせです。
８月のロータリーレートは１ドル＝１３３
円となっております。
★委員会報告
◇クラブ会報・雑誌委員会：川井委員長
「ロータリーの友８月号のご紹介」
横P7-13 多様性のあるクラブづくりへ、女性
会員を増強しよう。ロータリーの友誌ア
ンケートでは会員維持を阻む理由や活動
について一部を紹介
縦P21 ロータリーアットワーク
「池田くれはジュニアパラスポーツ祭」
スポーツの多様性や障害の理解を深めて
もらう事を目的に開催。
縦P28「市役所に誰でも弾けるピアノを設置」
ピアノの音色による人と人との結びつき
が安らぎと距離感を縮める一助になれば
と「ストリートピアノ」事業を企画。不
特定多数の人々が往来する和歌山市役所
に設置。
★ニコニコ箱報告：長崎会員
林 博之：猛暑日にマスク、いつ外せるよう
になるんやろ？
松田禎胤：ハイブリッド例会を継続して行い
ますので、皆様どうぞご活用くだ
さいませ。
千田忠司：早退お詫び。
岡西豊博：家内の誕生日、お花ありがとうご
ざいます。
松浦孝尚：例会欠席お詫び。
中井政嗣：社会貢献支援団体より賞を頂きま
した。感謝して。
宮本倫明：例会欠席お詫び。
川井宗次：暑中お見舞い申し上げます。熱中
症には皆様気を付けましょう。
長崎 武：コロナ、暑さを吹き飛ばして頑張
りましょう。

★卓話
創立記念卓話
テーマ「クラブ創立時から現在までの思い出話」
卓話者 谷口 勉会員
1975年（昭和50年）当時、当地区のガバ
ナーは大阪南ロータリークラブより選出さ
れた、平井常次郎氏で、ガバナー在職中に
大阪南ロータリークラブがスポンサークラ
ブとして、新クラブを結成するようにした
いという要請がありました。
そこで、望月信成氏がガバナー特別代表に
選出され、補佐として加藤栄一氏と谷口雅
彦（私の岳父）が指名されました。大阪南
ロータリークラブでは当時すでに、テレト
リー内の西区を裂いて大阪西南ロータリー
クラブを発足させたすぐ後ですから、今更
テレトリーを分けて新クラブを独立させる
事は不可能であると思われていましたが、
第二クラブ（アディショナルクラブ）を発
足させる事に対して、ロータリークラブ本
部より認められることが確認されました。
当時、南ロータリークラブに10年以上在籍
されていた世戸一夫氏が新クラブの初代会
長として努力しましょうと申し出られ、引
き続き南ＲＣメンバーの中から村生氏、国
分氏、田村氏、谷口氏の4名が加わり、計5
名のキーメンバーが決まりました。続いて
大阪南ロータリークラブの会員が中心とな
り、新クラブ会員にふさわしいメンバーを
推薦しました。その結果、26名のチャー
ターメンバーにより1976年（昭和51年）8月
5日（木曜日）、当時の例会場である、ホテ
ル南海3階において創立総会（第一回例会）
が開催されました。初代幹事は不肖私が務
めました。
チャーターナイト（認証状伝達式）は1977
年（昭和52年）、31名に増加した会員全員
参加のもと厳粛に開催されました。
これまでの主だった大阪難波ロータリーク
ラブの創立記念イベントは次のようになり
ます。

1985年クラブ創立10周年（会員総数78名）、
1995年には創立20周年（会員総数88名）、2005
年には創立30周年（会員総数53名）、2016年に
は創立40周年（会員総数58名）の式典および
祝宴が開催されました。
また、三姉妹クラブ合同例会および家族会
などが開催されました。
奉仕については1908年に提唱されたアー
サー・フレデリック・シェルドンの「最も
よく奉仕する者、最も多く報いられる」と
いう提言を実行することにより、私はすで
に多くのロータリアン達や他の多くの人達
からの援助や友情を実感しています。
また、数年前の卓話で北田元会長が語られ
た標語が今も脳裏にあります。
「人生とは感動を求めて歩く旅である。咲
いた花見て喜ぶよりも、花を咲かせて人を
喜ばせたい」
当クラブは今後ある程度の会員増強も必要
ですが、今年度、林会長、松田幹事を中心
として、更に伝統あるこのクラブを皆様と
共に盛り立てて、あと数年は頑張ろうと思
います。

本日の卓話者

加茂次也（かも つぐや）氏

今月お誕生日を迎えられる
会員各位

2002年6月
2002年7月
2012-13年度
2016-17年度
2017-18年度
2019-20年度
2020-21年度
2021-22年度
2022-23年度

株式会社 南加茂 代表取締役就任
東大阪ロータリークラブ入会
東大阪ロータリークラブ幹事
RI第2660地区 クラブ奉仕拡大増強委員会副委員長
東大阪ロータリークラブ会長
RI第2660地区IM第4組ガバナー補佐
RI第2660地区クラブ奉仕・拡大増強委員長
RI第2660地区クラブ奉仕・拡大増強委員長
RI第2660地区クラブ奉仕・拡大増強委員長

