２０２２．１０．２０

１０月 結婚記念日 おめでとうございます
10月 5日
10月 6日
10月10日
10月17日
10月20日

数井康幸会員ご夫妻
川上次郎会員ご夫妻
川口栄計会員ご夫妻
中川静夫会員ご夫妻
岡西豊博会員ご夫妻

10月 6日
10月 8日
10月10日
10月19日
10月28日

ＷＥＥＫＬＹ

№２１５９

ＢＵＬＬＥＴＩＮ

徐 正萊会員ご夫妻
石川益三会員ご夫妻
網干康史会員ご夫妻
神田眞晃会員ご夫妻
白野陽一会員ご夫妻

オ・環境・平和を意味しています。
2022-23年度 第2660地区のテーマと地区ビ
ジョン・中期計画・年次目標
テーマ：『大阪のロータリー100周年を祝お
う』各クラブはそれぞれのやり方で、100周年
をお祝いして下さい。
地区ビジョン、中期計
画、年次目標
地区研修・協議会の冊子
やウェブサイトからご確
認頂けます。

（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

今日の卓話

次回の卓話

ロータリー４つのテスト

１０月２０日（木）

１０月２７日（木）

言行はこれに照らしてから

テーマ

テーマ

卓話者
西野文秀会員
第１５回例会

１０月１３日（木）、大阪難波ＲＡＣの１０月度第一例会が行われました。
林雄大直前会長が、だんじり祭りをテーマにお話をしました。だんじりが勢いよく街角
を直角に曲がる、やりまわしのテクニックなどを図解を交えて解説しました。

１．真実かどうか

「中国琵琶－弦奏紀行」

「自己紹介とおせち料理」

【大阪難波ＲＡＣ １０月度第一例会】

宮里唯子 ）

３．好意と友情を深めるか

卓話者

閻

杰（ｴﾝｷ）

卓話担当者

北橋茂登志会員
♪

本日のプログラム

開 会 （点鐘） 通算第２１５９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

２．みんなに公平か
４．みんなのためになるかどうか

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

大阪難波ＲＣ（毎週木曜日）
ZOOMミーティング

https://zoom.us/join
ミーティングID：878 7835 6889
パスコード：godo8960

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

前 回 の 合 計

会

（点鐘）

￥１６０，０００

本日までの累計

￥１，２８１，０００(96％達成)

10月末の予算額

￥１，３３０，０００

出
前回
会

閉
これからの予定
10月21日（金）IM第4組会長幹事会（金輪会）
10月27日（木）例会
10月27日（木）大阪中之島RC30周年記念式典
11月 3日（木・祝）休会
11月10日（木）例会・定例理事会
11月12日（土）13日（日）道頓堀リバーフェスティバル
11月17日（木）例会
11月18日（金）大阪RC100周年記念式典

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

員

席 報

１０月１３日
総

告
３週前 ９月２２日

数 ６ ３ 名

出 席 会 員 数

４ ０ 名

出席免除を除く
ＭＵを含む

修正出席率80.70％
出

席

率 ７ ０ ％

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
★来客紹介：林会長
第2660地区ガバナー
第2660地区代表幹事
第2660地区幹事
泉大津ＲＣ
中川博之会員のゲスト

宮里唯子様

宮里
下條
河合
丹農
松井

第１４回

唯子様
泰利様
一人様
秀知様
潤様

下條泰利様 河合一人様

丹農秀知様

松井潤様

★会長報告：林会長
1.本日のお客様は、第2660地区よりガバナー
の宮里唯子様、地区代表幹事の下條泰利様
地区幹事の河合一人様、泉大津ＲＣの丹農
秀知様、中川博之会員のゲストの松井潤様で
す。お時間の許す限りごゆっくりお過ごし下
さい。
2.SDGs目標5「ジェンダー平等を実現しよう」
について解説いたします。これがどのような
目標なのか？あらゆる男女差別を撤廃し、女
性および女の子の能力強化を行いましょう！
という目標です。
あらゆる表現したのは単なる性別の差別だけ
でなくて人種差別、また身体的にハンディ
キャップを背負った方々やLGBTも含まれま
す。この目標が掲げられた背景としては、世
界中で女性の就学率向上や女性の社会進出の
割合が著しく低くなっています。日本でも女
性の管理職が現在は12%、国会議員でも約10%
で、先進国の中でもとても低い数値になって
います。そんな中で私たちにできることは何
なのか？男性だから女性だからという固定観
念を取り払うということが大事です。例えば
アメリカなんかでは、幼稚園からジェンダー
に考えなくもイチ個人として接してと行こう
という事を教えたり、男女平等が世界トップ
クラスと言われているフィンランドでは女性
の教育レベルが非常に高くて子供を持ちなが
ら社会で活躍する女性が多いので、子どもた
ちはその光景を見てジェンダー平等が当たり

１０月１３日（木）
前の世界に生きていますので、その意識を
持ったまま成長することができます。そして
このように女性だったり女児に対して良い環
境を整えることができている国では子どもの
健全な発育だったり、生活の質が向上してい
るというデータも出ているので、日本でも早
く実現して欲しいなと思います。
★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
て頂いておりますのでご確認ください。
2.メールボックスに12月16日・17日開催されま
す地区大会のご案内のパンフレットと申込書
と登録料の請求書を入れさせて頂いておりま
す。ご出欠をご記入いただき、10月27日まで
に事務局へご提出ください。
3.中川博之会員ご推薦の川浦文彦氏、河内理氏
が会員候補者として承認されました。本日書
面でご通知しておりますので、ご検討くださ
い。
4.髙島屋様より日本生け花芸術展のご招待券を
いただいております。必要な方は受付に置い
ておりますのでお持ち帰りください。
5.今晩19:30より河原センタービル３FにてRAC
例会がございます。詳細は週報に記載してお
りますのでよろしくお願いします。
★委員会報告
◇ロータリーデー実行委員会 運営プログラム
委員会：中川博之委員長
10月20日ロータリーデーの打ち合わせ会をさ
せていただきます。出欠をまだ提出されてお
られない方は事務局までお願いします。
★地区大会のご案内：下條地区代表幹事
：河合地区幹事
★ニコニコ箱報告：赤坂会員
林 博之：ガバナー公式訪問、宮里ガバナー、
下條地区代表幹事、河合地区幹事、
よろしくお願いします。
松田禎胤：宮里ガバナー、本日はどうぞよろし
くお願い致します。
谷口 勉：宮里ガバナー、ようこそいらっしゃ
いました。宜しくご指導のほどお願
い致します。
北橋茂登志：創業１００周年無事開催出来まし

た。参加者の皆様殆どが会長、社
長ばかりで北橋社長ってすごいん
やねと、妙なほめ方をされまし
た。ロータリーさんのお陰です。
北田好文：宮里ガバナーをお迎えして、北極
星産業㈱１００周年をお祝いし
て。
千田忠司：北極星産業㈱ 北橋さん、創立
１００周年おめでとうございま
す。
夏 明義：宮里ガバナーをお迎えして。
誕生日、自祝。
荻原 奨：北橋さん、１００周年おめでとう
ございます。家内誕生日にきれい
なお花ありがとうございました。
伴井敬司：宮里ガバナーをお迎えして！本日
はよろしくお願いします。
西野文秀：北極星１００周年記念パーティー
おめでとうございます。太鼓も素
敵でした。
岡西豊博：北橋さん（北極星）盛大な１００
周年記念おめでとうございます。
川口栄計：宮里ガバナー、ようこそお越しく
ださいました。ありがとうござい
ます。
松浦孝尚：宮里ガバナーをお迎えして。北極
星産業㈱北橋元会長創立１００周
年おめでとうございます。
中川静夫：北極星産業㈱１００周年北橋社長
おめでとうございます。先日の
パーティーでは立派な品物もいた
だきありがとうございました。
網干康史：宮里ガバナー、本日はようこそお
越しくださいました。北極星
１００周年おめでとうございま
す。
米澤 勉：北極星産業㈱ 北橋さん、
創立１００周年おめでとうござい
ます。宮里ガバナーをお迎えし
て。
福田 忠：宮里ガバナー、下條地区代表幹
事、河合地区幹事、本日はお越し
くださいまして誠にありがとうご
ざいます。北橋元会長、１００周
年パーティー大変お世話になりあ
りがとうございました。
森 圭司：北極星産業㈱１００周年北橋元会
長おめでとうございます。奥様へ
の花束感動しました。
清水一人：北橋元会長１００周年おめでとう
ございます。いただいたフライパ
ンでオムライスを作りました。
三島敏宏：北極星産業㈱北橋元会長、創立

１００周年おめでとうございま
す。
中井政嗣：北極星創立１００周年お祝申し上
げます。
岡本真一郎：宮里唯子ガバナー2660地区初め
ての女性ガバナーcongratulation
今日はよろしくお願い致します。
宮本倫明：宮里ガバナーをお迎えして。
★卓話

テーマ
卓話者

「ガバナー公式訪問」
国際ロータリー第2660地区
宮里唯子 ガバナー

今年度、当地区は大阪の地にロータリーが誕
生し、100年と言う節目の年を迎えました。
一方、私達は世界的な感染症の蔓延、紛争や
戦争と言った未曾有の不幸な現実を目の当た
りにしています。今世紀、当たり前だと考え
ていた平和や安全、健康がいかに脆弱で、ま
た貴重なものだったかをあらためて気づかさ
れました。
また、テクノロジーをはじめとする社会環境
は待ったなしで変化や進歩を遂げ、企業活動
のみならず、ロータリー活動にも革新的かつ
柔軟な適応力が求められています。
100年もの間戦争や経済不況を乗り越え発展
してきたロータリーの輝かしい遺産に思いを
馳せながらも、これからどんなロータリーの
姿を求め、実現していくのか、また喫緊の国
際社会や地域社会の課題に会員としてどう向
き合っていくのか、皆様と共に考えて参りた
いと思います。
2022-23年度の国際ロータリーと当地区の
テーマ、地区ビジョン、中期目標を御理解頂
き、年次目標達成への御協力をお願い申し上
げます。この達成こそが、おそらく未来の
ロータリーのあるべき姿への第１歩だと信じ
ています。先ずはやってみなければ、何も変
わらないのですから…。
2022-23 国際ロータリー ジェニファー・
ジョーンズ会長のテーマと強調事項
会長テーマ：“IMAGINE ROTARY”
「世界にもたらせる変化を想像して大きな夢
を描き、その実現のためにロータリーの力と
つながりを生かしましょう。 昨日のことを
イマジン（想像）する人はいません。それは
未来を描くことです。」
会長イニシアチブ：「参加者の基盤を広げる
DEI（多様性、公平さ、インクルージョ
ン）」で、女性会員基盤の強化や、革新的ク
ラブまたは活動分野に基づくクラブの設立を
要請されています。
テーマカラー：紫・緑・白でそれぞれポリ

