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１１月 会員誕生日 おめでとうございます
11月9日

１１月

松田禎胤会員

会員夫人誕生日

11月25日

ＷＥＥＫＬＹ

ＢＵＬＬＥＴＩＮ

松浦孝尚会員

おめでとうございます

11月 1日 宮本倫明会員夫人 愛様
11月10日 菰田吉見会員夫人 三恵子様
11月14日 吉田 智会員夫人 麻衣様 11月16日 北田好文会員夫人 雅代様
11月30日 早栗義文会員夫人 維久子様

（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

本日の卓話者

（第2660地区ガバナー

永岡鉄平 （ながおか てっぺい）氏
1981年2月横浜市生まれ。41歳。大学卒業後、リクルートグループに入社。もう1社を含めて通算5年間、
企業の採用支援、学生の就職支援双方に従事。若者と雇用をテーマに、未解決な社会的課題に挑戦した
いと起業を決心し、起業準備中に参加した勉強会で社会的養護の子ども達・若者達の存在を知る。親か
らの支援が見込めない中、高校卒業後18歳という若さで社会に挑戦するものの、多くがワーキングプア
となる彼等・彼女等の現実を知り、人材業界で培った経験を活かし、彼等・彼女等の就労支援を決心す
る。株式会社フェアスタートを2011年8月に起業。2013年1月には、NPO法人フェアスタートサポートも設
立。現在両法人の代表を務める。

第１回社会起業プランコンテスト（内閣府地域社会雇用創造事業）最優秀賞
キララ賞（かながわ若者生き活き大賞）
第３１回人間力大賞（青年版国民栄誉賞）会頭特別賞
社会デザイン学会 学会奨励賞

その他役職員：
横浜市市民協働推進センター事業部会 専門委員 （令和2年8月1日より現在）
他 民間団体の評議員等複数

宮里唯子 ）

今日の卓話

次回の卓話

ロータリー４つのテスト

１１月１０日（木）

１１月１７日（木）

言行はこれに照らしてから

NPO法人フェアスタートサポート 代表理事

受賞歴：
2010年 9月
2014年 2月
2017年 7月
2017年12月

№２１６１

テーマ

テーマ

１．真実かどうか

「自己紹介と
50周年に向かって」

卓話者
卓話担当者

永岡鉄平様
飛田了介会員

第１７回例会

卓話者

北田好文会員

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

♪ 奉 仕 の 理 想
奉仕の理想に集いし友よ
御国に捧げん我等の業
望むは世界の久遠の平和
めぐる歯車いや輝きて
永遠に栄えよ 我等のロータリー
ロータリー

本日のプログラム

開 会 （点鐘） 通算第２１６１回例会
・国 歌
「君が代」
・ロータリーソング 「奉仕の理想」
・ソングリーダー
岡本真一郎会員
・来客紹介
友好委員

ニ コ ニ コ 箱 報 告

ベネファクター林 博之会長

ご寄付
ありがとうございました。

ポールハリスフェロー
岡本真一郎会員
段 正峰会員
日髙雅哉会員

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

￥４３，０００

本日までの累計

￥１，４０４，０００(105％達成)

10月末の予算額

￥１，３３０，０００

出
前回
会

員

会

席 報

１０月２７日
総

告
３週前 １０月６日

数 ６ ３ 名

出 席 会 員 数

閉

これからの予定
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
11月20日（日）秋のみかん狩り
11月22日（火）ガバナー杯野球大会表彰式・懇親会 11月24日（木）例会・新入会員歓迎会
12月 1日（木）例会・年次総会・定例理事会
12月 8日（木）例会・クリスマス家族会

木下裕子
林 博之会長
松田禎胤幹事
各委員長
出席委員
ＳＡＡ

４ ０ 名

（点鐘）

出席免除を除く
ＭＵを含む

修正出席率70.68％
出

席

率 ６ ８ ％

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

内をメールボックスに入れさせて頂いており
ます。皆様のご参加をよろしくお願い致しま
す。
前回の記録

第１６回

★来客紹介：秋田友好委員
ゲストスピーカー
閻杰（ｴﾝｷ）様

★会長報告：林会長
1.SDGS目標7「エネルギーをみんなに、そして
クリーンに」について解説いたします。まず
この目標がどんな目標なのかというと、世界
中の全ての人が手ごろな値段で安定してエネ
ルギーを使えるようにしよう。そしてそのエ
ネルギーは環境にも人にも優しい信頼できる
ものにしようという目標です。
なぜこの目標が掲げられているかというと、
エネルギーである電気やガスは生活に欠かせ
ないものだと思いますが、世界の現状を見る
と約8億4千万人の人がこの電気を使えていな
いという現状があります。そしてその電気や
ガスが使えない人々は、マキや炭を燃やして
生活をしたり、動物の排泄物なんかも使って
いるという現状にあります。ではこの目標を
どうやって実現するのか？キーポイントとし
ては再生可能エネルギーと言われるもので
す。風力、水力、太陽光などで資源を再生す
ることが可能な資源の事を言います。更に
二酸化炭素を出すこともなく、環境にやさし
いクリーンなエネルギーを刺します。
このクリーンなエネルギーが世界中に行き渡
るために、今よりもその再生可能エネルギー
の割合を上げることが重要だと考えられてい
ます。また同時にインフラを設備と技術の発
展というのが必要不可欠になります。そんな
中で私たちにできることは何があるのか？
家で再生可能エネルギーを使用するのは難し
いかもしれないですが、まず電気をこまめに
消す、省エネ家電に変える。一人一人がエネ
ルギーの使い方というものを改めて考え直す
ことで、エネルギーを安心して使える人が増
えます。地球環境に優しく、明るい未来に繋
がると思います。

１０月２７日（木）
しくお願い致します。また、地区大会登録料
をまだお納めでない方はよろしくお願い致し
ます。
3.来週１１月３日は祝日のため休会で、次回
の例会は１１月１０日となります。
4.ロータリー財団寄付の表彰をさせていただ
きます。お名前を呼ばせて頂きますので前の
方へお越しください。
林会長→ベネファクター
岡本会員、段会員、日髙会員→ポールハリ
スフェロー

★委員会報告
◇国際奉仕委員会：三島委員長
ウクライナ支援プロジェクトに伴う募金のご協
力と報告について
皆さまご周知の通り、ウクライナ情勢は痛まし
く悲惨な状況となっています。この状況に伴
い、RIより声明が出ておりますのでご紹介しま
す。
「ロータリーは、ウクライナにおける状況悪化
と、人命の喪失および人道的苦難が深刻化して
いることを深く懸念しています。ウクライナに
対する軍事行動が続けば、地域の荒廃を招くだ
けでなく、欧州と世界にも悲惨な結果が広がる
恐れがあります。世界最大の人道支援団体の一
つとして、ロータリーは「平和」を世界的使命
の礎としてきました。私たちは、国際社会とと
もに即座の停戦、ロシア軍の撤退、および対話
を通じた対立解決のための外交努力の再開を求
めます。過去10年間、ウクライナ、ロシア、お
よび近隣諸国のロータリークラブは、国の違い
を超えて、親善を推進し、戦争や暴力の被害者
への支援を先導する平和構築プロジェクトに積
極的に取り組んできました。私たちは今、この
悲劇的な出来事に直面しているウクライナの
ロータリー会員や人びとのために祈ります。国
際ロータリーは、救援物資や支援を提供し、ウ
クライナ地域に平和をもたらすために全力を尽
くします。」(RI声明文)
この声明のもとに、様々なウクライナ支援プロ
ジェクトがスタートします。つきましては、大
阪難波RCとしても支援に参加したく、募金協力
のお願いしましたところ、
★幹事報告：松田幹事
例会ご出席の皆様より、￥42,000円のご寄付を
1.１１月１０日、例会終了後、定例理事会を
頂戴しました。皆様のお志とお心遣いに感謝い
開催させていただきますので、理事役員の方 たします。
はご出席ください。
2.地区大会の申込書をまだ提出されておられ
◇友好委員会：中川博之委員長
ない方は、本日締切となりますのでご提出宜 本日、秋のみかん狩りと新入会員歓迎会のご案

★ニコニコ箱報告：段会員
林 博之：ＩＭ４組金輪会にてロータリー
デー開催の承認がされました。
ポリオ撲滅ＲＡＣ９クラブ合同Ｂ
ＢＱ例会に参加しました。大阪難
波ＲＡＣ頑張ってくれています。
松田禎胤：１０月２１日の金輪会、欠席お詫
び。
北橋茂登志：卓話当番です。中国琵琶をお楽
しみください。
大地庸元：北橋さん、素晴らしい１００周年
パーティーおめでとうございまし
た。
伴井敬司：家内誕生日には、花ありがとうご
ざいました。
岡西豊博：結婚記念日、自祝。例会欠席お詫
び。
三島敏宏：ウクライナ支援プロジェクトに伴
う募金のご協力を宜しくお願い申
し上げます。
中川博之：ロータリーデー運営プログラム委
員会の皆さん、打ち合わせ＆懇親
会にご参加頂きましてありがとう
ございました。２０２３年２月２
５日のロータリーデー本番まで引
き続き、どうぞよろしくお願い致
します。
田啓介：１００周年式典北橋様、お世話に
なりました。例会欠席お詫び。
★卓話

テーマ 「中国琵琶－弦奏紀行」
卓話者
閻 杰（ｴﾝｷ）
卓話担当者 北橋茂登志会員
(北橋さんお話)
卓話当番回って参りました、北橋でございま
す。私事で恐縮でございます。去る7日には
皆さん大勢お越し頂きまして、弊社創業100
周年の感謝の集いを開催致しましたところ、
会員の大勢の方にご参加頂戴し、また会費ま
で頂戴し、誠に申し訳ございませんでした。
私の古い付き合いで、この頃エンタテイナー
というのか、この手の仕事の方はなかなか仕
事がないと思いまして、可哀想だなと思い、
公演したいという事で、今日は中国琵琶を楽
しんで頂きたいと思います。
「この世でいいことした人は天国へ、悪いこ
とした人は地獄へ、普通に生きた人は中国
へ」これを言って新聞記者の人に怒られまし
て、中国を馬鹿にしているのかと。その中国
の琵琶演奏者、閻杰（エンキ）さんです。

（閻杰さん紹介）
中国大連市生まれ。７歳から琵琶を始める。
12歳の時ジュニア民族楽器コンクールで優
勝。国立瀋陽音楽大学在学中に民族楽器琵琶
コンクールで優勝。卒業後、国立遼寧省歌舞
団で琵琶ソリストとして活躍。中国音楽家協
会会員。
来日後、大阪教育大学大学院修士課程修了。
全国各地で「エンキ中国琵琶コンサート」と
して演奏活動を行うほか、三宅一生のファッ
ションショー（東京とパリ）、中国でのコ
マーシャルにも出演する。
ジャンルを超えた西洋楽器とのセッション
は中国琵琶の新しい魅力を引き出し、大阪
フィル、関西フィル、金沢アンサンブルとの
共演、国際音楽祭・アジア音楽祭に参加する
ほか、学校訪問を行い、演奏を通じて国際文
化交流に努めている。2010年11月天皇陛下が
ご臨席された奈良遷都1300年記念式典で五弦
琵琶を演奏。
（感想）
初めて聞きましたが、力強い演奏、響き渡る
音色に感動しました。
想像していたよりも、テンポが速かったで
す。
知っている曲でも琵琶の演奏で聞いてみる
と、また違う楽曲のように感じます。
日本ではなかなか中国琵琶を聞く機会がない
のでこれを機に広めていきたいと思います。

