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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 

ロータリー４つのテスト 次 回 の 卓 話 

１２月１日（木） 

テーマ  「自己紹介」 

卓話者  吉田 智会員 

     飛田了介会員 

 
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 ） 

 ２０２２．１１．２４  №２１６３ 

ニ コ ニ コ 箱 報 告 

前 回 の 合 計     ￥１０８，０００ 

本日までの累計  ￥１，６２９，０００(98％達成) 

11月末の予算額  ￥１，６６０，０００ 

出 席 報 告 

前回 １１月１７日 ３週前 １０月２０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 2 . 7 2％ 

出 席 会 員 数 
３ ８ 名 

出 席 率 ６ ４ ％ 

第１９回例会  本日のプログラム 

開 会 （点鐘） 通算第２１６３回例会 

・ロータリーソング 「四つのテスト」 

・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 

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 

12月22日（木）例会 

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 

 ♪ 四 つ の テ ス ト 

  真実かどうか 

  みんなに公平か 

  好意と友情を深めるか 

  みんなのためになるかどうか 

2022年11月20日（日曜日）「秋のみかん狩り」を開催し、47名の皆さんにご参加頂きました。 
貸切バスで和歌山県まで移動し、みかん園でみかん収穫体験を実施。 
北田元会長のレクチャーのお陰で、沢山のみかんを収穫する事ができ、その場で新鮮なみかんを堪能し、
収穫したみかんをお土産に頂きました。 
そして、犬鳴温泉の「み奈美亭」に移動し、名物のぼたん鍋と秋の味覚を堪能。清水会員からウイスキー
やワインをご提供頂き、ドリンクを飲みながら楽しいランチの時間となりました。 
また、単純硫黄冷鉱泉をたっぷりと含む天然温泉も満喫し、最後には林会長からお土産をプレゼントして
頂き、参加メンバー全員で楽しいひとときを過ごして頂きました。 
今回の秋のみかん狩りでは、みかん園は北田元会長、「み奈美亭」は白野元会長、赤坂会員にご手配頂
き、会員だけでなくご家族やご友人ら参加メンバー全員で親睦を深める事ができました。 
ご参加頂いた皆さん、ご協力頂いた皆さん、楽しい思い出をありがとうございました。 文責：中川博之 



★来客紹介：吉田 智友好委員 
  
     大阪北ＲＣ 
      吉川健之様 
 
 
★会長報告：林会長 
1.本日のお客様は、大阪北RCからお越しの吉川健之様
です。お時間の許す限りごゆっくりお過ごしくださ
い。 
2.11月12日(土）～13日(日)は「道頓堀リバーフェス
ティバル2022」ということで、お忙しい中、ご参加
頂いた方、またご協力頂いた方々、本当にありがと
うございました。今年の道頓堀リバーフェスティバ
ルは、毎年の湊町リバープレイスに加えて、なんば
駅前広場、相合橋特設ステージ、どうとんぼりリ
バーウォークなど、ミナミのあらゆる場所でイベン
トが開催されました。12日（土）10時30分千田元会
長の挨拶から始まり、その後、吉村大阪府知事の挨
拶がありフェスがスタートしました。大阪難波RC
は、湊町リバープレイスにて大阪府社会福祉協議会
のご協力を頂き、授産品バザーを行い、大阪難波RC
会員のご協力もあり、103,930円も売上することが出
来ました。ご協力ありがとうございました。また、
なんば駅前広場では大阪難波RACのメンバーと共にポ
リオ撲滅活動を行い、2日間で合計159,206円のご協
力を頂戴し、ロータリー財団へ全額送金をさせて頂
きます。1日目は晴天で暑いくらいの天候でしたが、
2日目は一転の大雨で、雨に濡れ体も冷える中、RAC
メンバーは募金活動に励んでくれておりました。ま
たRACのニコニコでもして頂ければ有難いです。宜し
くお願い致します。 
 また第12回よさこい大阪大会、OSAKAキッズダンス
2022に於いては、大阪難波ロータリークラブ賞とし
て、各2万円ずつ賞金を提供させて頂きましたのでご
報告させて頂きます。皆様、お疲れ様でございまし
た。ありがとうございました。 

 
★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.新入会員の河内会員、川浦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。 

3.本日、「風と大地のコンサート2022 in 大阪」のチ
ラシを入れさせていただいております。12月7日大
阪市中央公会堂で開催されます。東京では11月30日
NHKホールで開催されます。ご興味のある方は大阪
活性化事業実行委員会様よりご招待いただいており
ますので、事務局までお申し込みください。 

4.ロータリー米山奨学会特別寄付をして頂いた方に感
謝状が届いております。お名前を呼ばせて頂きます

ので前へお越しください。 
 川井宗次会員、長田博文会員、秋田祐作会員 
 一度に１０万円の寄付をしていただき、米山功労者
となります。 

5.本日、地区補助金を利用した奉仕活動についてのご
案内をポスティングさせていただいております、感
染状況によって寄贈式は変更の場合もございます。 

 
★委員会報告 
◇友好委員会：中川博之委員長 
1.11月20日(日)スイスホテル8:45集合でみかん狩りへ
出発します。よろしくお願いします。 

2.12月8日開催させていただきますクリスマス家族会
ですが、締切が11/24となります。プレゼントは12/1
までによろしくお願いします。 

 
★ニコニコ箱報告：森田会員 
林 博之：道頓堀リバーフェスティバル、ご協力頂い

た皆様ありがとうございました。RACメン
バーも頑張ってくれました。 

松田禎胤：誕生日、自祝。先日の道頓堀リバーフェス
ティバル、ご参加いただきました会員の皆
様お疲れ様でした。 

北田好文：本日卓話担当になりました。会員皆様よろ
しく。 

千田忠司：道頓堀リバーフェスティバル（11月12日～
13日）盛会に出来ました。皆様方、本当に
ありがとうございました。 

石川益三：道頓堀リバーフェスティバルは多くの人が
集まり、とても楽しい2日間でした。林会長
を始め、難波ロータリーのメンバーも沢山
集まりました。髙島屋前会場も良かったと
おもいました。 

川口栄計：道頓堀リバーフェスティバル、お疲れ様で
した。 

伊藤 仁：道頓堀リバーフェスティバル、皆様ありが
とうございました。 

立花英司：結婚記念日、自祝。 
松浦孝尚：道頓堀リバーフェスティバル、お疲れ様で

した。例会欠席お詫び。 
森田 納：例会欠席お詫び。リバーフェスティバル、

お疲れ様でした。 
清水一人：道頓堀リバーフェスティバル、お疲れ様で

した。 
清水一人：林会長、100周年おめでとうございます。 
三島敏宏：道頓堀リバーフェスティバル、お疲れ様で

した。米澤さん、写真ありがとうございま
す。 

中井政嗣：記念日、お礼。 
宮本倫明：道頓堀リバーフェスティバル、お疲れ様で

した。欠席お詫び。 
川井宗次：道頓堀リバーフェスティバル、お疲れ様で

  前回の記録  第１８回 １１月１７日（木） 

した。出席できず、申し訳ございませ
ん。 

藤原秀之：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。例会欠席お詫
び。 

吉田 智：妻の誕生日にお花を送って頂き、ありが
とうございました。大変喜んでおりま
した。 

平野浩希：妻の誕生日にお花を頂き、ありがとうご
ざいました。大変喜んでおりました。 

山川正時：例会欠席お詫び。と、自身の体調快復祈
念。 

 
★大阪難波ＲＡＣへのニコニコ箱報告 
石川益三：道頓堀リバーフェスティバルには福永会

長を始め、多くのロータリアンメンバー
が参加していただきました。髙島屋前の
会場ではパネルを持ってポリオ撲滅の募
金をされました。とても感謝です。 

川口栄計：道頓堀リバーフェスティバルお疲れ様。 
森田 納：道頓堀リバーフェスティバル、朝から晩

までお疲れ様でした。 
森 圭司：道頓堀リバーフェスティバル、お疲れ様

でした。色々準備ありがとうございまし
た。 

累計￥２００，０００ 
 
★卓話  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 
 
久しぶりの卓話です。私は1991年8月に入会し、サ
ラリーマン時代でした。そして、入会後16年目にし
て、会長職をおおせつけられました。副会長に夏さ
ん、幹事は千田さん、友好委員長は荻原さんでし
た。皆様に大変盛り上げてもらい、1年間大変お世
話になった事、今、思い浮かべて感謝しています。
自己紹介する前にこの間、地区宮里ガバナーがお越
しになった時、感じた事を少し復習したいと思いま
す。ガバナーの話では、ロータリー精神の元は親睦
と奉仕ですと言うまでもございません。そして入会
後80%の人が親睦と奉仕の活動に参加したことがこ
れを実感したとも言っておられました。 
この様にロータリークラブでは地域社会への貢献や
職業を通じて奉仕が原点です。 
では今のロータリークラブはと言うと、全体的に会
員が減少しています。難波ロータリークラブは千田
さん、夏さん、川口さん、中川さんと言った人が皆
さんを勧誘してくれているので増加しています。し
かし、他クラブでは色んな方策を模索しているのが

現状です。会員を増やす方策として、RI地区では衛
星クラブとかロータリー精神にそぐわないルール作
りが出来ているのも現実です。川口さんが創ってく
れたRAC、早くRACのOBが難波ロータリークラブに入
会してくれば、それも会員増強の方策です。 
また最近女性会員が入会してもと言う議論が出てい
ます。これも時代の流れに逆らう事は出来ないと皆
さん捉えている所でしょう。女性会員の話が出たの
で世界の女性会員はと言うと、全世界120万人のう
ち、29%、約34万人がいるそうです。では、日本は
会員約8万人で7%、5600人ぐらいしかいませんとの
ことです。しかし、ロータリーは入会を誘って増員
を計っても退会者が出ることを1番防止しなければ
なりません。ガバナーの話では新しいメンバーに入
会してもらって退会防止方策として、その会員にク
ラブの意志決定のメンバーに入ってもらい楽しい
ロータリーライフにして頂いたらロータリーをやめ
ないともおっしゃっていました。親睦と奉仕と意志
決定のメンバーに入ってもらい、いかに心地良い
ロータリーライフにしてもらうという事が本当の原
点かもしれません。 
 
 

 

☆米山功労者表彰 

川井宗次会員 

長田博文会員 

秋田祐作会員 

１１月 入会記念日 おめでとうございます 
   11月 1日 西原芳博会員 平成19年   11月 2日 三島敏宏会員 平成29年   

11月 4日  黒川友二会員 昭和57年   11月 7日 福田 忠会員 平成25年   

11月 7日 森田 納会員 平成25年    11月12日 大地庸元会員 昭和62年 


