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大阪難波ロータリークラブ週報 

今 日 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 

ロータリー４つのテスト 次 回 の 卓 話 

１２月８日（木） 

  クリスマス家族会 

登録開始５時３０分 

  開会  ６時 

 
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 ） 

 ２０２２．１２．１  №２１６４ 

ニ コ ニ コ 箱 報 告 

前 回 の 合 計     ￥１０６，０００ 

本日までの累計  ￥１，７３５，０００(104％達成) 

11月末の予算額  ￥１，６６０，０００ 

出 席 報 告 

前回 １１月２４日 ３週前 １０月２７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 . 4 1％ 

出 席 会 員 数 
４ ３ 名 

出 席 率 ７ ０ ％ 

第２０回例会  本日のプログラム 

開 会 （点鐘） 通算第２１６４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 

 

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 8日（木）例会・クリスマス家族会 

12月10日（土）

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 

2022年11月24日（木曜日）ホテルロイヤルクラシック大阪で「新入会員歓迎会」を開催し、44名の皆さんに
ご参加頂きました。 
今回、新たに大阪難波ロータリークラブの新たなメンバーに加わって頂いた平野浩希会員、山川正時会員、
川浦文彦会員、河内理会員を、改めて参加メンバー全員で歓迎させて頂きました。 
まず、冒頭に林会長から会長挨拶をして頂き、谷口元ガバナー補佐から新入会員の皆さんにエールを送って
頂き乾杯し、新入会員歓迎会がスタート。 
推薦者である千田元会長、中川（博）会員から新入会員紹介をして頂き、新入会員のご本人からは、ロータ
リークラブに入ったきっかけや、今後の抱負などを聞かせて頂きました。 
会食中には、恒例となったスライドショーを放映。新入会員の皆さんに、今までの社会奉仕、クラブ奉仕、
和太鼓部、野球同好会など様々な活動の様子を見て頂き、写真に写っている会員から懐かしい思い出も話し
て頂き、新入会員の皆さんと一緒に、和やかな雰囲気で、楽しく歓迎会を過ごさせて頂きました。 
そして、「新入会員さんの事をもっと知ってもらおうのコーナー」と題し、新入会員の皆さんに、事前に準
備して頂いた写真を映し出し、その写真のエピソードなどをそれぞれでお話頂きました。プライベートでの
趣味や特技などを聞かせて頂き、タイトル通り、新入会員の皆さんの事を詳しく知る事ができた、そんな時
間となりました。 
最後の中締めの挨拶は、次年度の当クラブ会長を務められる福田会長エレクトにご担当頂き、新入会員歓迎
会がお開きとなりました。 
当クラブでは、続々と新しいメンバーが入会して頂いています。今回ご入会頂いた4名の新入会員の皆さん
と共に、大阪難波ロータリークラブの新しい歴史を一緒に作って参りたいと思っていますので、どうぞよろ
しくお願いします。新入会員歓迎会にご参加頂いた皆さん、ありがとうございました。 文責：中川博之 

♪ 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  



★来客紹介：秋田友好委員 
  
 長田会員ゲスト 池田美紀様 
         大野櫻子様 
         水原里佳子様 
      
 
 
 
 

 
 
 

★会長報告：林会長 
1.2022年11月20日(日)「秋のみかん狩り」が3
年ぶりの開催となりました。47名の皆さんに
ご参加頂きました。朝9時にスイスホテルを
バスで出発し、途中「道の駅 根来さくらの
里」で休憩をはさみ、みかん山に到着。天候
も雨の予想でしたが、皆様の行いが良いの
か？雨にも当たらず、またみかん山も雨で足
元がズルズルで登れるかと心配でしたが、何
とか登ることが出来ました。バスの道中、北
田元会長から、みかんの取り方などの、レク
チャーを受け、沢山のみかんを上手に収穫す
る事ができ、その場で新鮮なみかんを堪能し
ましたが、お話では収穫後、一週間ほど寝か
した方が、酸味が取れて甘さが増すとの事
で、この週末頃が一番美味しく頂けると、楽
しみにしております。 

  そして、犬鳴温泉の「み奈美亭」に移動し、
ぼたん鍋と天然温泉を堪能いたしました。 

  今回の秋のみかん狩りでは、北田元会長を始
め、中川友好委員長、秋田友好委員には、事
前の下見にも行って頂き、綿密なタイムスケ
ジュール等、大変お世話になりました。また
「み奈美亭」は白野元会長、赤坂会員にご手
配頂き、ありがとうございました。また清水
会員からウイスキーやワインをご提供頂き、
ありがとうございました。 

 難波RC、そして会員ご家族、難波RACメン
バー全員で一日楽しく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、本当にありがとうございました。 

 
★幹事報告：松田幹事 
1.１２月１日例会終了後、年次総会を開催させ
ていただきますので、少しお残り下さい。ま
た、その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.ロータリーデーPR訪問の実施についてをポス
ティングさせていただいております。 

3.本日の週報の文章に誤表記がございました。
卓話の部分上から10行目、委任×奉仕〇 お
詫びして訂正いたします。 

4.千田会員より「風と大地のコンサート2022 
in 大阪」のチケットを頂いております。受
付に置いておりますので、必要な方はお持ち
帰りください。   

 
★委員会報告 
◇広報・ホームページ委員長：宮本委員長 
この度、大阪難波ＲＣのホームページに「歴代
の会長幹事」「沿革」を追記しました。 
 
◇友好委員会：中川博之委員長 
1.本日18時より新入会員歓迎会を開催させてい

ただきますので、よろしくお願い致します。 
2.本日クリスマス家族会の参加申込締め切りと
なります。また、抽選会の景品と品物名をご
記入いただいた用紙を12月1日例会場にご持参
下さい。 

 
★ニコニコ箱報告：日髙副ＳＡＡ 
林 博之：秋のみかん狩り、北田元会長、中川

友好委員長、お世話になりました。
ありがとうございました。 

松田禎胤：先日のみかん狩り、中川友好委員長
及び友好委員の皆様、そしてみかん
狩りの段取りをして下さいました北
田元会長、大変お世話になりまし
た。 

北橋茂登志：みかん狩り、関係各位に感謝。 
大地庸元：入会記念日、自祝。 
北田好文：みかん狩り、沢山参加ありがとうご

ざいました。段取りで中川さん、秋
田さん、赤坂さん、お世話になりま
した。 

白野陽一：みかん狩り皆様大変お世話になりま
した。とても楽しかったです。 

西野文秀：みかん狩りでの柿の葉拾い、ありが
とうございました。 

岡西豊博：みかん狩りでは、中川友好委員長、
友好委員の皆様お世話になりまし
た。林会長、北田元会長、沢山のお
土産有難うございました。 

福田 忠：秋のみかん狩り、林会長、松田幹
事、中川友好委員長、友好委員の皆
様、お世話になりました。ありがと
うございました。清水会員、飲料の

  前回の記録  第１９回 １１月２４日（木） 

差し入れありがとうございまし
た。北田元会長、いつも大変な段取
り、ありがとうございました。 

清水一人：秋のみかん狩り、お疲れ様でし
た。北田元会長、中川友好委員
長、ありがとうございました。林会
長お土産ありがとうございました。 

赤坂 宏：みかん狩り、大変お世話になりま
した。北田元会長、ありがとうご
ざいました。 

三島敏宏：みかん狩り欠席、お詫びとして。 
早栗義文：みかん狩りお疲れ様でした。沢山

のお土産、美味しいワインもあり
がとうございました。 

本間一成：例会欠席お詫び。 
中川博之：秋のみかん狩りへのご参加、あり

がとうございました。参加メン
バーの皆さんのお陰で楽しい秋の
思い出が出来ました。今日は新入会
員歓迎会をよろしくお願いします。 

中井政嗣：ドイツ戦勝利、祝して。 
荒山義雄：祝ワールドカップ       

ドイツ戦日本勝利！！ 
岡本真一郎：家族会、会長、幹事、友好委員

の皆様、お世話になりました。密
柑の片手狩りティーチング有難う
ございました。 

日髙雅哉：みかん狩りでは家族で参加させて
いただきましてありがとうござい
ました。北田元会長、沢山のみか
んを頂きましてありがとうござい
ました。 

長田博文：本日卓話よろしくお願いします。 
平野浩希：先日はみかん狩りありがとうござ

いました。子供達も大変喜んでお
りました。北田会員、中川会員、
ご手配ありがとうございました。 

 
★大阪難波ＲＡＣへのニコニコ箱報告 
林 博之：ゴルフ例会、頑張って下さい。 
西野文秀：悠さん、卓話頑張って下さい。 
川口栄計：ＲＣの行事の為、先に出ます。 

西野悠君、ゴルフ例会お疲れ様！ 
立花英司：頑張って下さい。 
網干康史：頑張って下さい。 
福田 忠：ＲＣ各行事の参加、お手伝い頂

き、感謝しています。いつもあり
がとう。今日は悠君の担当例会、
頑張って下さい。 

清水一人：例会頑張って下さい。 
三島敏宏：リバーフェスティバル、お疲れ様

でした。 
累計￥２１４，０００ 

 
★卓話 テーマ 「ライフサイクルゲーム」 
    卓話者  長田博文会員 
外国のお金教育、アメリカでは、小学校のカ
リキュラムに投資の授業があり教育法にアメ
リカ人は経済教育を受ける権利と義務があ
る。イギリスでは経済や金融の教育を受け経
済や金融の知識が、人間力の一つになると考
えられている。将来の資産形成は国に任せる
のではなく、自分自身で行う！という考え方
が世界では浸透している。 
日本の現状金融リテラシー調査２０１９年度
によると金融教育の経験がある日本人は全体
の７．２％でアメリカの２１％をはるかに低
い結果。全体的には若年層（１８～２９才）
の理解度がさらに低い。小学生2020年、中学
生2021年、高校生2022年に文部科学省の定め
る新学習指導要綱金融教育スタート。 
弊社の金融リテラシー教育社外取り組みとし
て、ライフサイクルゲームとして、すごろく
形式の消費者教育、金融保険教材を活用。ラ
イフサイクルゲーム研修活用として、学校で
の授業教材、地域イベントの題材、新入社員
研修教材、消費者生活サポーター向け研修
等々を行っています。 

  

 

 池田美紀様  大野櫻子様  水原里佳子様 

１２月 会員誕生日 おめでとうございます 
          12月 5日 森田 納会員     12月 8日  田啓介会員 
      12月18日 井上満昭会員      12月23日 中川静夫会員      
           12月27日 河内 理会員     



新型コロナウイルスの影響で約２年半もの間、延期となっておりました第31回 第2660

地区ガバナー杯争奪軟式野球大会の表彰式･懇親会が、１１月２２日（火）ホテル日航

大阪4階孔雀の間に於いて行われました。 

前回の第31回大会は、大阪難波RCが大会ホストでございまして、参加チーム13チーム全

てにご参加頂き、前回大会の思い出話などで久しぶりの懇親を深める事ができました。

次回大会は大阪西RC様のホストにより、2023年3～4月にかけて行われる予定です。  

皆様よろしくお願い致します。                 文責：福田 忠 

   閉会のご挨拶 北田元会長 

 

☆最優秀選手は福田会員となりました。 

開会のご挨拶 林会長 

◇ロータリーデーＰＲ訪問にいきました◇ 

11月21日（月）東大阪西ロータリークラブ 
11月24日（木）東大阪東ロータリークラブ 
11月29日（火）大阪南ロータリークラブ 



１１月２７日（日）大阪国際会議場におきまして、ローターアクト関西四地区情報
交換会・交流会が行われました。 
※関西四地区とは…２６４０地区（大阪南部・和歌山）、２６５０地区（京都・奈
良・滋賀・福井）、２６６０地区（大阪北部）、２６８０地区（兵庫）です。 
近年はコロナ禍の為、オンライン開催となっておりましたが、２０２２－２３年度
は対面での開催となりました。今年度は２６６０地区がホスト地区となり、大会
テーマ『繋』のもと、色々なプログラムを準備致しました。大阪難波ＲＡＣからも
福永会長、加藤幹事、山本会計、林海晟広報が実行委員となり、準備段階から力を
注いでくれました。当日の交流会では山本会計がソングリーダーを、懇親会では山
本会計と林広報が司会を致しました。 
大阪難波ＲＣの皆様のおかげで、当ＲＡＣのメンバーは非常に成長してくれていま
す。いつもありがとうございます。              文責：福田 忠 

ＲＡＣの皆さん、お疲れ様でした♪ 

【大阪難波ＲＡＣ １１月度第二例会】 
 

１１月２４日（木）、大阪難波ＲＡＣの１１月度第二例会が行われました。西野悠会員

が、ゴルフをみんなで知りましょうをテーマにお話をしました。ゴルフのマナーやルール

について、未経験者にも理解できるように解説しました。 


