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大阪難波ロータリークラブ週報 

今 日 の 卓 話 

９月１５日（木） 

テーマ  

     「自己紹介」 

卓話者

川口栄計 会員 

ロータリー４つのテスト 次 回 の 卓 話 

９月２２日（木） 

テーマ  

   「ドバイ万博から 

    見えてきたもの」 

卓話者  宮本倫明 会員 

 
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 ） 

 ２０２２．９．１５  №２１５４ 

ニ コ ニ コ 箱 報 告 

前 回 の 合 計    ￥１３５，０００ 

本日までの累計    ￥８６３，０００(87％達成) 

9月末の予算額     ￥９９０，０００ 

出 席 報 告 

前回 ９月８日 ３週前 ８月１８日 

会 員 総 数 ６ ３ 名 

出席免除を除く      

ＭＵを含む  

修正出席率 6 1 . 1 1％ 

出 席 会 員 数 
３ ９ 名 

出 席 率 ６ ８ ％ 

第１０回例会  本日のプログラム 

開 会 （点鐘） 通算第２１５４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 

 9月17日（土）地区国際奉仕・社会奉仕合同委員長会議 

 9月22日（木）例会           

 9月23日（金）～25日（日）秋のRYLAセミナー   

 9月27日（火）友好ゴルフコンペ         9月29日（木）例会 

10月 6日（木）例会・定例理事会    10月 8日（土）公共イメージ向上セミナー 

10月13日（木）ガバナー公式訪問    10月20日（木）例会 

見て、敵味方関係なく命を助けてあげよう
と地元スイス、ジュネーブに帰り、その体
験を本にして出版します。書かれていた内
容は大きく３つありました。 
一つ目は、戦場の負傷者と病人は敵味方関
係なく救護する。二つ目は、そのための救
護団体を平時から各国に組織すること。三
つ目は、この目的のために国際的な条約を
締結することを訴え赤十字組織の誕生とな
り1864年ジュネーブ条約の調印に至りまし
た。その後アンリーデュナンはノーベル平
和賞を受賞されております。そして今は世
界最大のネットワークを持つ人道支援団体
となりました。 
そして、今の世界で主な活動としてウクラ

イナの避難民に対する支援、日本において
は、東日本大震災など救護支援にあたりま
した。今現在新型コロナウィルスに対する
活動は、クルーズ船や、軽症者宿泊施設、
入院患者待機ステーションへの医療チーム
の派遣などを行っています。地域活動で
は、救急法、防災セミナー、支援金の募集
などを行って
います。 

  ♪ 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  

９月 結婚記念日 おめでとうございます 
 

              9月15日  夏 明義会員ご夫妻   

大阪難波ＲＡＣ9月度第2例会 

【日時】2022年9月22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】テーマ「メンズ美容・健康例

会」担当 加藤大樹 

【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 

青森県大雨災害支援金 

２０２２年８月に発生しました 

大雨による被害に対する支援金への 

ご協力ありがとうございました。 

４７，０００円 

地区へ送金いたしました。 



★来客紹介：吉田智友好委員 
  
 ゲストスピーカー 日本赤十字社 木村弘之様 
          日本赤十字社 村上竜政様 
          大阪北ＲＣ  鴻池一季様 
  
    
 
 
 

★会長報告：林会長 
1.SDGs目標1「貧困をなくそう」について説明
をしていきます。そもそも貧困の世界的基
準っていうのを知っていますか？これは世界
で定められていて、$1.9未満で一日を生活し
ている人々という定義付けられています。想
像してください。1日205円でライフラインの
電気、ガス、水道代、また家賃、食事、教育
等、そういったものが205円以下で、生活を
余儀なくされている人々がいます。日本では
あまり現実味がないことだと思いますけれ
ど、実は今この貧困と呼ばれる人が世界で約
7億人以上居ると言われています。世界人口
の10％の人が今、貧困状態に陥っていると言
われています。日本に住んでいると、ちょっ
とビックリです。貧困が何で起こっているか
と言うと、アフリカの地域でいうと、昔から
植民地で支配をされていたり、今でも内紛、
戦争が起こっていたり、あと教育が行き届い
ていない。また医療も行き届いていないとい
う門題が今でも続いているので、今でも貧困
状態が続いていると言われております。そう
いった中で、世界的に今どういう取り組みを
されているかと言うと、ＮＰＯやボランティ
アという形で、アフリカの方に医療の支援を
行ったり、学校を建てたりという事で教育の
問題を解決しようとしています。アフリカは
水やトイレが汚い状況なので、アフリカにト
イレを寄付している企業などがあります。ま
たフェアトレードと言って、チョコやコー
ヒーなどの原産国アフリカと南米の地域に多
いのですが、不当に安くコーヒー豆やチョコ
レートのカカオなどを安く売らされているよ
うな地域があります。 

  フェアトレードと言って、物を安く売らされ

る国などを、正規の値段で取引をさせる企業
などもいます。 

  私たちができることは何なのか？まず1つは
この貧困という状況を知ることだと思いま
す。今世界中でこういう人がいて、こんな問
題が起きている。それをまず知ることが大事
だと思います。貧困をなくそうという意識を
持った方が一人でも増えたらいいかなと思っ
ております。 

 
★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。 

2.９月１５日例会終了後、伴井ガバナー補佐を
お迎えし、クラブ協議会を開催させていただ
きます。各委員長の方はご出席下さい。ご都
合の悪い場合は代理のご出席をよろしくお願
いいたします。また、特に入会３年未満の方
も是非ご出席下さい。 

3.新入会員の平野会員と、山川会員の住所録を
入れさせて頂きましたので、緑の手帳に貼っ
てご活用ください。 

4.本日メールボックスにクラブ概要を入れさせ
ていただきました。ご活用ください。 

 
★委員会報告 
◇クラブ会報・雑誌委員会：赤坂委員 
「ロータリーの友９月号のご紹介」 
横P7~19 [「ロータリーの友」創刊70周年特別

企画] バックナンバーで辿る「友」70年 
   来年1月創刊70周年を迎える「ロータリー

の友」 友をたどれば、当時のロータ
リーや世相が見えてきます。本特集１回
目は1950～60年代にかけて振り返りま
す。 

縦P20～27 [ロータリーアットワーク] 
   P23では大阪淀川RCの奉仕活動が紹介され

ています。 
   この他にも興味深い記事が多数掲載され

ています。是非ご活用ください。 
 
◇社会奉仕委員会：伊藤委員長 
 青森県大雨災害支援金についてのお願い。 
 募金箱を回させて頂きますので、よろしくお
願い致します。 

◇IM第4組2022-23年度ロータリーデー実行委員会：  
川口委員長  

  前回の記録  第９回 ９月８日（木） 

 2023年2月25日IM第4組ロータリーデー（ホスト
クラブ：大阪難波ＲＣ）について、 
1.実行委員会、運営小委員会について 
2.相談役、小委員会副会長 
3.テーマ（9/1理事会決議） 
4.前回との相違点について 

 ◎パネルディスカッション 
 ◎YouTube配信 
 ◎ビデオレターメッセージによる各クラブへ
の案内 
5.開催概要

 
★ニコニコ箱報告：段会員 
林 博之：琵琶湖、お疲れ様でした。中川友好

委員長始め、友好委員の皆様、川口
さん、西野さん、荒山さん、お世話
になりました。ありがとうございま
した。 

松田禎胤：琵琶湖家族会、中川友好委員長はじ
めお手伝いくださいました皆様、大
変お世話になりました。 

白野陽一：家内誕生日、自祝。 
西原芳博：コロナから復活しました。ご心配、

ご迷惑おかけしました。 
川口栄計：夏の家族会！友好委員会の皆様大変

お世話になりました。中川友好委員
長、お疲れ様でした。 

久保幸一：夏の家族、会長、幹事、中川友好委
員長、友好委員の皆さん、ありがと
うございました。 

伊藤 仁：日本赤十字社、木村課長様、村上係
長様、本日卓話よろしくお願いしま
す。 

網干康史：本日はイレギュラーに際しまして、
お手伝いいただきました皆様、あり
がとうございました。感謝申し上げ
ます。 

米澤 勉：琵琶湖家族会、林会長、松田幹事、
中川友好委員長はじめ友好委員の皆
様、川口元会長、西野元会長、荒山
会員、本当にありがとうございまし
た。 

福田 忠：夏の家族会琵琶湖、中川友好委員長
をはじめ友好委員の皆様、大変お世
話になりありがとうございました。
食材や飲料をご提供いただきました
各会員の皆様、ありがとうございま
した。 

森 圭司：夏の家族会、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。すごく楽しかったです。川口会
員、ジェットの手配、西野会員、荒
山会員、食材ありがとうございまし
た。あと、沢山のドリンクなどの差

し入れもありがとうございます。 
清水一人：夏の家族会、林会長、松田幹事、中

川友好委員長、ありがとうございま
した。 

赤坂 宏：夏の家族会、お疲れ様でした。大変
楽しかったです。中川委員長はじめ
友好委員の皆様、ありがとうござい
ました。 

鉃﨑 薫：今年も新米の収穫無事完了しまし
た。 

本間一成：家族会欠席お詫び。 
中川博之：夏の家族会では朝早くからご参加頂

きまして、ありがとうございまし
た。ご参加頂いた皆さんに盛り上げ
て頂いたお陰で2022年の楽しい夏の
思い出ができました！最高の一日を
ありがとうございました。 

中井政嗣：誕生日御礼と欠席お詫び。 
荒山義雄：中川友好委員長、お疲れ様でした。

友好員会の皆様、ありがとうござい
ました。 

岡本真一郎：夏の家族会、会長、幹事、友好委
員の皆様、お世話になりました。 

宮本倫明：夏の家族会、参加御礼。初めて家内
とロータリー行事に参加させていた
だきました。 

長田博文：家族会、欠席お詫び。 
段 正峰：夏の家族会、とても楽しい一日でし

た。ありがとうございました。 
吉田 智：夏の家族会、とても楽しく思い出に

残る一日となりました。ありがとう
ございました。 

 
★卓話   
   テーマ「日本赤十字社の活動について」 
   卓話者          木村 弘之 様 
                    村上 竜政 様 
   卓話担当者 伊藤仁社会奉仕委員長 
 
私たち日本赤十字社は、命を救う活動を行っ
ております。その活動内容を今日お話しさせ
ていただいて、周りの方にお知らせしていた
だければ幸いです。 
まず私は、新潟県中越地震の災害支援を経験
いたしました。その後災害救護の担当を経て
救命病院の担当になりました。その後熊本地
震の救護活動の担当になり、海外では、2007
年ケニアでの大規模な洪水の支援活動などを
してまいりました。 
続きまして、日本赤十字社の活動を報告させ
ていただきます。誕生は、1859年イタリア統
一戦争の激戦地「ソルフェリーノ」において
悲惨な有様を目撃した、アンリーデュナンと
いう青年が敵味方合わせて数多くの負傷者を

  

 木村弘之様      村上竜政様     鴻池一季様 


