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大阪難波ロータリークラブ週報 

今 日 の 卓 話 

１１月１７日（木） 

テーマ 「自己紹介と 

    50周年に向かって」 

卓話者  北田好文会員 

ロータリー４つのテスト 次 回 の 卓 話 

１１月２４日（木） 

テーマ  

 「ライフサイクルゲーム」 

卓話者  長田博文会員 

 
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 ） 

 ２０２２．１１．１７  №２１６２ 

ニ コ ニ コ 箱 報 告 

前 回 の 合 計     ￥１１７，０００ 

本日までの累計  ￥１，５２１，０００(91％達成) 

11月末の予算額  ￥１，６６０，０００ 

出 席 報 告 

前回 １１月１０日 ３週前 １０月１３日 

会 員 総 数 ６ ５ 名 

出席免除を除く      

ＭＵを含む  

修正出席率 7 5 . 4 3％ 

出 席 会 員 数 
４ ０ 名 

出 席 率 ６ ７ ％ 

第１８回例会  本日のプログラム 

開 会 （点鐘） 通算第２１６２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 

 

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） 

  ♪ 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  

状と比較すると、進学率、就職率の割合が
ほぼ逆転しています。ここ数年で、施設の
子ども達も給付型の奨学金を受けやすく
なったため、以前のように進学するなら借
金をしなければならないという状況は緩和
しました。ただ、学費等は賄えても、日々
の生活費（家賃含む）は自分で稼ぎださな
ければなりません。結果的に、学業とアル
バイトの両立に耐えられない等の理由で、
進学者の約3割が中退をしている実情があり
ます。就職者に関しても、特にやりたいこ
とがない高校生は、仕事の内容よりも、住
み込みで働ける社宅のある会社、といった
条件面優先の就職活動を行うケースが多
く、入社後に仕事にやりがいを感じられな
い、などのミスマッチに発展し早期離職に
至りやすい実情があります。中退や早期離
職が起きてしまうと、正社員としての就職
の難易度が上がり、結果的に多くの施設出
身者が貴重な20代を非正規雇用、不安定な
収入状況で生活をしている現状がありま
す。いわゆるワーキングプアと呼ばれる状
態です。 
せっかくの貴重な若い可能性がもったいな
いことになっていて、この課題を解決すべ
く、就労支援を行っているのが当団体で
す。そして、これまで約10年の活動の実践
から、課題解決に向け大事なポイントが少
しずつ分かってきました。 
テーマは「未然予防です」高校3年生の進路
選択の時に、将来自分はこういった仕事を

してみたい、こんな社会人になりたい、こ
うした「目標」を持てた状態で進学や就職
ができれば、途中で早期にドロップアウト
することなく、力強い歩みが実現しやすい
と考えています。 
そのために必要なのが、企業のサポートで
す。中学生や高校生時代に、地域の様々な
企業とかかわりを持ち、仕事の見学や体験
ができること、見学や体験を通じて各社の
経営者や社員の方から励まされること、社
会人として大切な価値観を吸収できるこ
と、こうした機会をしっかりと提供できる
ことで、本人達の社会参画の精度が高まる
と考えています。このような機会を提供し
てくださる企業の情報を各児童養護施設へ
届けるためのWEBサイト「フェアスタート
パートナー」 https://fspartner.org/ 
も2021年に立ち上げました。引き続き、多
くの企業とパートナーシップを結び、施設の
子ども達の就労支援に努めてまいります。 

これからの予定 

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 

12月10日（土）地区補助金を利用した奉仕活動 

       聖家族の家 贈呈式とサッカー教室 

12月10日（土）大阪南RC70周年記念式典      

12月15日（木）例会 

12月16日（金）17日（土）地区大会 

１１月 結婚記念日 おめでとうございます 
 

     11月 1日 清水一人会員ご夫妻       11月 1日 中井政嗣会員ご夫妻        

     11月 4日 立花英司会員ご夫妻     11月 6日 原田直己会員ご夫妻 

    11月11日  田啓介会員ご夫妻                      

大阪難波ＲＡＣ11月度第2例会 

【日時】2022年11月24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「ゴルフ例会」 

 担当 西野 悠 

【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 



★来客紹介：日髙友好委員 
  
 ゲストスピーカー 永岡 鉄平様 
          青山 なつみ様 
    
   
   
  
 
 
 
★会長報告：林会長 
1.先日は弊社、合同衛生の100周年感謝の集い
に多数の方にご出席を賜り誠にありがとうご
ざいました。本来なら昨年にこの感謝の集い
を行う予定でしたが、コロナの影響でこの時
期になりました。プロデュースを関西コレク
ション中川博之さんにお願いをし、設営から
撤収まで全てにおいてお世話になりました。
設営は前日の深夜から用意に入って頂き、エ
ントランスのパッカー車や展示物、LED大画
面など準備にかかって頂きました。当日も13
時頃から設営やリハーサルなどの準備に追わ
れました。そしてオープニングのダンサーさ
んと映像も最高に良かったし、最後の演出ま
ですごく良かったです。アカンかったのは私
の太鼓くらいで、全ての演出が最高でした。
中川博之さんお世話になりました。ありがと
うございました。 

 また最後の長男の雄大の挨拶、あれだけの人
前で話せるようになったのも、RACのお陰と
感謝致します。難波RACの初代会長として色
んなクラブを周り、色んな人と出会えた事が
雄大を成長させて頂いたと感謝しておりま
す。そして私もこの大阪難波RCに入会をさせ
て頂いたお陰で、私自身もそうですし、会社
の成長に繋がっていると改めて感謝致しま
す。ご出席頂いた方、お気遣い頂いた方、こ
の度は誠にありがとうございました。 

 
★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くだ
さい。 

2.地区大会登録料をまだお納めでない方は今週
中にお振込みをよろしくお願い致します。 

3.１１月１２日、１３日開催されます道頓堀リ
バーフェスティバルですが、今回は２カ所に
分かれて奉仕活動を行います。湊町リバープ
レイスで授産品のチャリティバザー、なんば

駅前広場にてポリオ街頭募金を行いますの
で、ご参加宜しくお願い致します。また、集
合写真をなんば駅前広場13:00、湊町リバー
プレイス14:00で、両日撮影を行います。 

 
★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11月号のご紹介」 
横P14～17 冠名基金ってなに??     
・冠名基金は、永久的に毎年度の投資収益を奉
仕活動に活用できるもの 

・寄付金が潤沢に集まれば、あらゆる奉仕活動
をスムーズに行うことができ、公共イメージ
も向上する（松井さん） 

・東日本大震災に伴い、２１年度当時の財団委
員長、早川氏の発案により、地区の冠名基金
を設立 

・基金が２５万ドルに達したら、基金から生ま
れる利用可能な収益を地区のグローバル補助
金による幅広いプロジェクトに使用できるよ
うになる 

・相談や議論を重ねた末、承認を得て、「うつ
くしまふくしま未来基金」の設立にこぎ着け
ることができた 

・将来的には、この基金によって得られた資金
を利用し、未来を託すための基金に育ててい
きたいと考えている（第2530地区） 

 
縦P20～26 ロータリーアットワーク    
幼い命を守るため 手洗いをレクチャー 
・新型コロナのパンデミックへの対策として、
各国でせっけんを使った手洗いと、うがいが
奨励されている 

・世界には家や学校に手洗い場がなく、貧しく
てせっけんが買えない家庭もある 

・途上国で正しい手洗いの習慣が根付けば、下
痢による死亡者を減少させ、病原性の肺炎を
予防することにつながる 

・当クラブで前年度、地区補助金を活用し、手
洗いの習慣化を促進する事業を企画 

・６月にカンボジアの2つの学校で手洗い指導
を行った（旭川西RC2500地区） 

 
◇友好委員会：中川博之委員長 
1.11月20日開催させていただきますみかん狩
り、本日申し込み締め切りとなります。 

2.11月24日新入会員歓迎会を開催させていただ
きます。ご提出よろしくお願い致します。 

3.本日クリスマス家族会とプレゼント抽選会の
ご案内をメールボックスに入れさせて頂いて

  前回の記録  第１７回 １１月１０日（木） 

おります。モノマネタレントのホリさんよ
りビデオメッセージをいただいておりま
す。 

 
★ニコニコ箱報告：平野会員 
林 博之：合同衛生100周年式典ご参加いた

だきました方々、誠にありがとう
ございました。川浦さん、河内さ
ん、ご入会おめでとうございます。 

松田禎胤：林会長、100周年記念式典お世話
になりました。川浦会員、河内会
員ご入会おめでとうございます。 

北橋茂登志：林さん100周年おめでとうござ
います。東京出張で太鼓も参加せ
ずすみませんでした。 

山田誠一：林さん、ありがとう。 
北田好文：家内誕生日、自祝。 
菰田吉見：妻の誕生日に綺麗なお花をありが

とうございます。長期欠席お詫び。 
川口栄計：川浦さん、河内さん、大阪難波RC

へようこそ。これから仲良く遊び
ましょう。 

中川静夫：林会長、合同衛生株式会社創業
100周年おめでとうございます。 

立花英司：林会長、合同衛生株式会社創立
100周年おめでとうございます。
パーティーにもお招きいただき 
ありがとうございました。 

網干康史：林会長、先日の合同衛生100周年
誠におめでとうございます。お世
話になりました。 

福田 忠：川浦様、河内様、ご入会おめでと
うございます。ロータリーライフ
を共に楽しみましょう。これから
もよろしくお願い致します。 

鉃﨑 薫：林会長、合同衛生株式会社創業
100周年おめでとうございます。 

三島敏宏：林会長、合同衛生株式会社100周
年おめでとうございます。ありが
とうございました。川浦さん、河
内さん、ご入会おめでとうござい
ます。 

中川博之：川浦さん、河内さん、ご入会おめ
でとうございます。今日から一緒
にロータリーライフを楽しんで行
きましょう。 

岡本真一郎：永岡様、青山様、卓話宜しくお
願いします。 

宮本倫明：妻の誕生日にお花を頂戴し、あり
がとうございました。 

日髙雅哉：林会長、100周年記念パーティー
にご招待いただき、太鼓部では初
舞台の機会を頂きましてありがと
うございました。 

長田博文：例会欠席お詫び。 
秋田祐作：本日、川浦さん、河内さん、ご入

会おめでとうございます。今日か
らどうぞよろしくお願い致します。 

飛田了介：本日、フェアスタートサポート永
岡様、卓話宜しくお願いします。 

川浦文彦：本日入会させて頂く川浦です。
ロータリーを通じて社会貢献でき
ればと思います。 

河内 理：本日から入会させて頂く河内理で
す。事業拡大と自己成長の為、こ
れから頑張りますので、何卒宜し
くお願い致します。 

 
★大阪難波ＲＡＣへのニコニコ箱報告 
（10/27） 
西野文秀：ＲＡＣの皆様、西野悠の父です。

いっぱいお互いに頑張りましょ
う。 

清水一人：例会頑張って下さい。 
（11/10） 
谷口 勉：皆さん、大いに頑張って下さい。 
三島敏宏：合同衛生株式会社100周年、おめ

でとうございます。お世話になり
ました。 

累計￥１８２，０００ 
 
★卓話  
テーマ

 
卓話者 NPO法人フェアスタートサポート  
    代表理事 永岡鉄平様 
卓話担当者 飛田了介会員 
 
フェアスタートサポートでは、児童養護施設
の子どもたちに対して、キャリア教育とアフ
ターフォローの主に2つの支援をしていま
す。現在日本には児童養護施設が約600施設
あります。約25,000人が児童養護施設で暮ら
していますが、要保護児童数全体は約45,000
人を超えるとも言われています。 
施設に入る子ども達の家庭背景としては、昔
は、親の死亡や行方不明が多かったですが、
今は児童虐待による保護が圧倒的に増えてき
ていて、全体の半数以上を占めるといわれて
います。児童養護施設の子どもたちの多く
は、18歳になり、高校を卒業すると施設を出
ないといけません。その後は就職するにせ
よ、進学するにせよ、自立が求められます。
虐待が背景にある場合、親が実在するケース
がほとんどですが、親との関係性が良くない
ため、金銭面や精神面で頼れるとはいいがた
いものがあります。結果的に、多くの子ども
達は18歳で親を頼ることなく自立することに
なります。 
施設の高校生達は、高校卒業後、約３～４割
が進学し、約６～７割が就職します。全高校
生の進学率が約8割、就職率が約2割という現

 

永岡 鉄平様 青山なつみ様 



11月12日(土曜日)13日(日曜日)に開催された道頓堀リバーフェスティバル2022につき
ましては、会員の皆様方のご協力により無事終了することができました。ありがとう
ございました。 
①湊町リバープレイス特設会場におきましては、授産製品(障がいのある方々が障が
い者施設或いは地域共同作業所において手作りされた製品)のチャリティーバザーが
行われました。一般の方々への販売に加えて会員の皆さまにも多くの製品をご購入い
ただきました。 
②難波駅前広場において10月24日の「世界ポリオデー」の活動の一環としてポリオ根
絶のための街頭募金活動を行いました。会員の方々からも多額のご寄付をいただき誠
にありがとうございました。 
なお、該当募金活動につきましては両日共に大阪難波RACの多くの皆様にご協力いた
だきました。 
2日間の募金総額は１４９，１９０円でした。皆様の尊いお志に感謝いたします。 
            
大阪授産事業振興センター様より 
今回も障がい者施設に販売の機会を与えていただきありがとうございました 
お陰様で２日間の売り上げは、１０３，９３０円となりました。 
また、来年も出店の機会がありましたら、宜しくお願い致します。  
                               文責 伊藤 仁 



お写真をお撮りできなかった方もいらっしゃいますが、 
沢山のご寄付を誠にありがとうございました。 

１１月度定例理事会議事録 

1.ロータリーデーについて、11月～12月にIM第4組の各クラブにPRの為の訪問をすることが報告
された。 

2.道頓堀リバーフェスティバルが11月12日(土)13日(日)に開催され、なんば駅前広場でポリオ根
絶のための募金、湊町リバープレイスで授産品のチャリティバザーを行い、終了後は奉仕活
動の様子をロータリーの友への投稿を予定していることが報告された。また、キッズダン
ス、よさこい大阪大会に賞金を各々2万円を贈呈することが報告された。 

3.クリスマス家族会について、12月8日開催し、ゲストにモノマネタレントのホリさんに出演し
て頂くことが報告された。 

4.地区補助金を利用した奉仕活動による社会福祉法人 聖家族の家への遊具寄贈の贈呈式につい
て、12月10日(土)東住吉区にあります聖家族の家にて行い、その後のサッカー教室はヨドコ
ウ桜スタジアムにて開催します。大阪難波RACの皆さんにもご参加いただき、サッカー教室は
聖家族の家入所者の皆さんと、昨年度オムライス体験をされた子ども食堂の方々にもお声が
けをする予定であることが報告された。 

5.第2660地区からのウクライナ支援プロジェクトに参加申し込みし、前回例会時に募金を募っ
た42,000円を人道的支援にお使いいただくことが承認された。 

6.干支の会を作り、懇親を深め退会防止につながるようにしてはどうかとの提案があった。 
7.四天王寺悲田院にて12月3日(土)11時より、西原直前会長、中川静夫直前幹事、谷口元会長で
感謝状贈呈式に出席することが報告された。 

8.次々期会長に松浦孝尚会員、次期理事に網干康史会員、森田納会員、立花英司会員、赤坂宏
会員、清水一人会員を候補者とすることが承認された。 

9.女性会員について、先日の会長経験者会にて女性会員が複数人同時に入会されるのが望まし
いと話し合われたことについて理事会にて承認された。 

本日入会された 
川浦文彦会員、河内 理会員 本日お誕生日を迎え

られる会員各位 
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