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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１５日（木） 

テーマ   「人間力」 

卓話者   平田勝男様 

卓話担当者 森 圭司会員 

ロータリー４つのテスト 次 回 の 卓 話 

１２月２２日（木） 

テーマ  

   「半期を振り返って」 

卓話者  林 博之会長 

     松田禎胤幹事 

 
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 ） 

 ２０２２．１２．１５  №２１６６ 

ニ コ ニ コ 箱 報 告 

前 回 の 合 計     ￥１６５，０００ 

本日までの累計  ￥２，００５，０００(100％達成) 

12月末の予算額  ￥２，０００，０００ 

出 席 報 告 

前回 １２月８日 ３週前 １１月１７日 

会 員 総 数 ６ ５ 名 

出席免除を除く      

ＭＵを含む  

修正出席率 6 6 . 1 0％ 

出 席 会 員 数 
５ ２ 名 

出 席 率 ８ ５ ％ 

第２２回例会  本日のプログラム 

開 会 （点鐘） 通算第２１６６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 

 

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16日（金）17日（土）地区大会      12月22日（木）例会 

12月29日（木）休会              1月 5日（木）休会 

 1月12日（木）新年例会・定例理事会       

 1月19日（木）例会・大阪難波RC フレッシュロータリアンの会 

  ♪ 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  

１２月 結婚記念日 おめでとうございます 
 

      12月 1日 長田博文会員ご夫妻   12月24日 岡野邦男会員ご夫妻    

     12月31日 吉田 智会員ご夫妻                

大阪南RC上村副会長のご挨拶 



★来賓紹介：林会長 
  
 大阪南ＲＣ 副会長 上村 豊様 
       幹事  栗原 大様 
                  早瀬祥人様 
 
 
 
 
 
 
 
★会長報告：林会長 
1.ワールドカップ日本代表は負けてし
まいました。日本中では「よくやっ
た！」という声が多かったように思
います。が、林個人の意見は、今大
会を見ている次世代の日本代表選手
が同じように「よくやった！」と思っているうち
は、世界で勝てない。「現日本代表より次世代の
俺たちは上を行くんだ！」という気持ちを持って
いるどうかにかかっていると思います。 

 
★幹事報告：松田幹事 
1.本日の週報に、年次総会と定例理事
会の議事録を掲載させていただいて
おりますのでご確認ください。 

2.中川博之会員、川口会員ご推薦の松
井潤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。   

 
★委員会報告 
◇出席プログラム委員会：米澤委員長 
本日の出席報告をさせていただきます。
会員総数65名、出席53名、出席率85％、
11月10日の修正出席率は67.79％です。 
 
◇ニコニコ箱報告：森田副ＳＡＡ 
大阪南ＲＣ：お祝い 
林 博之：メリークリスマス。クリス

マス家族会、皆様本日は楽
しみましょう。 

松田禎胤：三年ぶりのクリスマス家族会、本日はよ
ろしくお願い致します。 

夏 明義：メリークリスマス。今日はゆっくり楽し
ませて頂きます。中川友好委員長、友好
委員の皆様、お疲れ様です。 

荻原 奨：メリークリスマス！林会長、中川友好委
員長、楽しみにしています。 

白野陽一：友好委員会の皆様、ご苦労様です。本日
楽しませて頂きます。 

伴井敬司：友好委員の皆様、準備ご苦労様でした。
今日は楽しませて頂きます。 

岡西豊博：メリークリスマス、本日はよろしくお願

いします。 
久保幸一：クリスマス家族会、おめでとうございま

す。お花ありがとうございます。 
伊藤 仁：メリークリスマス！ 
西野文秀：クリスマス会、楽しみます。よろしくお

願いします。 
松浦孝尚：クリスマス会、楽しみにしてます。  

メリークリスマス！ 
網干康史：本日クリスマス例会、友好委員の皆さ

ん、よろしくお願いします。 
米澤 勉：クリスマス家族会、よろしくお願いしま

す。 
福田 忠：昨日のモンゴル国立馬頭琴交響楽団様の

「風と大地のコンサート」大変感動しま
した。千田さん、中井さんはじめ、大阪
活性化事業実行委員会の方々に感謝申し
上げます。ありがとうございました。 

森田 納：クリスマス家族会、おめでとうございま
す。 

清水一人：メリークリスマス！ 
右田竹郎：クリスマス家族会開催ありがとうござい

ます。楽しみにしています。 
三島敏宏：クリスマス会、開催に感謝いたします。

楽しませて頂きます。 
荒山義雄：メリークリスマス！ 
池側一司：メリークリスマス！ 
宮本倫明：楽しいXmas家族会となります様に願いを

込めて！！ 
岡本真一郎：3年振りクリスマス家族会。

Congratulation. 
 
★大阪難波ＲＡＣへのニコニコ箱報告 

累計￥２３５，０００ 
 

 

  前回の記録  第２１回 １２月８日（木） 

 

 上村豊様  栗原大様  早瀬祥人様 

2022年12月8日（木曜日）スイスホテル南海大阪で「クリスマス家族会」を開催し当クラブ会員はもちろん、大阪
難波ローターアクトクラブ、ご家族・ご友人そして、ご来賓にもお越し頂き、総勢115名の皆さんにご参加頂き
ました。 
クリスマス家族会のオープニングアクトとして、和太鼓部による迫力あるパフォーマンスで開演。 
林会長から会長挨拶をして頂き、続いてご来賓代表として大阪南ロータリークラブ上村豊副会長に来賓挨拶をし
て頂きました。そして、谷口元会長から乾杯挨拶をして頂き、クリスマス家族会の晩餐会がスタートし、各テー
ブル和やかな雰囲気でディナーを楽しんで頂きました。 
晩餐会中盤からは、大阪難波ローターアクトクラブの皆さんのステージとして「2年目の活動」というテーマで
近況報告を発表して頂きました。 
続いて、お待ちかねのスペシャルゲストステージとして、ものまねタレントのホリさんによる「ものまねライブ
ステージ」を披露して頂き、参加者全員で楽しい時間を過ごさせて頂きました。 
そして、クリスマス家族会恒例の「子供プレゼントコーナー」では、サンタクロース役の林会長が、谷口元会長
からの可愛いプレゼントが入ったバッグを、参加頂いたお子さんにプレゼントさせて頂きました。 
続いての「プレゼント抽選会」では、会員から協賛して頂いた賞品を抽選し、当選者へクリスマスプレゼントと
してお渡しさせて頂きました。また、サプライズとして林会長が、会長賞「ハワイ旅行」を提供して下さり、見
事、来賓でご参加頂いた大阪南ロータリークラブの栗原大幹事が当選し、林会長と記念写真を撮らせて頂きまし
た。最後は、中川（博）友好委員長が、閉会の辞を述べ、参加者全員で「手に手つないで」を歌い閉会となりま
した。 
師走のお忙しいタイミングにも関わらず、ご参加頂きました皆さん、そしてプレゼントをご協賛して下さった皆
さん、クリスマス家族会にご協力頂きましてありがとうございました。            文責：中川博之 
 
（会長挨拶） 
メリークリスマス！3年ぶりとなりました、大阪難波ロータリークラブ・クリスマス家族会、本日は多数の皆様
にご参加頂き、誠にありがとうございます。 
3年ぶりのクリスマス家族会、こうして開催出来た事を嬉しく思っています。遡りますと、西野会長年度から川
口会長年度、西原会長年度、そして私林が今年度、会長をさせて頂いております。 
この3年間の難波RC状況ですが、会員数の状況を報告しますと、西野会長年度は入会者4名、川口会長年度は、入
会者4名、西原会長年度は入会者6名、そして今期は入会者4名となっており、現在65名の会員数となりました。 
3年前から、このクリスマス家族初参加という方が、18名もいらっしゃいます。改めて3年という月日は長いなと
感じております。初参加のご家族様も、長年難波RCにご貢献頂いております会員ご家族も懇親を図って頂き、こ
の後楽しんで頂ければと思います。 
またこの間、18歳～30歳までの大阪難波ローターアクトクラブを立ち上げました。本当に、しっかりとした若者
の集まりとなっております。この後、RACメンバーによる活動報告等がございますので、また応援をして頂けれ
ば幸いです。 
また12月10日には聖家族の家という児童養護施設に子供様向けの遊具を寄贈させて頂き、同日の午後2時からヨ
ドコウ桜スタジアムにて、セレッソ大阪のJリーガーによるサッカー教室を開催致します。セレッソ大阪様、大阪
市社会福祉協議会様の皆様にご協力を頂き児童養護施設、子供食堂の子供達合わせて100名以上の子供様にサッ
カーを楽しんで頂ければという企画です。難波RCの会員のお子様も是非、是非ご参加頂ければ幸いです。 
それではこの後、お食事とお酒、豪華抽選会もご用意いたしております。また「モノマネ芸人 ホリさん」をお
招きしまして、お笑いもお届け致したいと思っていますので、お楽しみください。 
そして今後も、会員ご家族には、オッサン達のロータリーでの飲み会にて、夜遅くなる事のご理解頂きながら、
家族参加の行事もご用意をさせて頂いておりますので、多数のご参加をお待ちしております。 

◇ロータリーデーＰＲ訪問にいきました◇ 
12月13日（火）大阪柏原ロータリークラブ 



ヨドコウ桜スタジアムにて。 
大阪難波RACの皆さんも大活躍してくれました。 

１２月１０日（土）ロータリー財団地区補助金を活用した社会奉仕活動を行いました。 
大阪市東住吉区にございます、社会福祉法人聖家族の家様にて１１時から園庭遊具（プレイハウスと
折り畳み式テーブル）およびサッカーボール（１０球）の寄贈式を行い、１４時からはプロサッカー
チーム・セレッソ大阪様と、大阪市社会福祉協議会様にお手伝いいただき、ヨドコウ桜スタジアムに
て大阪市内の子ども食堂へ通う子供たちや近隣の子供たちを招いてサッカースクールを開催致しまし
た。 
残念ながら聖家族の家に入所する子供たちはコロナの影響でご参加いただけませんでしたが、その他
保護者を含め約１００名もの方にご来場いただきました。当クラブと大阪難波ＲＡＣメンバー合わせ
総勢２７名ご参加いただきました。 
１２月と思えない陽気の下、当クラブメンバーも子供たちと一緒にボールを追いかけ、交流を深めま
した。子供たちのはじける笑顔がとても印象的でした。 
最後に、今回のプロジェクトにご尽力いただきましたセレッソ大阪様と大阪市社会福祉協議会様には
心より御礼申し上げます。                       文責：幹事 松田禎胤 

プレイハウス森のコテージ   
折りたたみピクニックテーブル 
サッカーボール１０球を寄贈 

聖家族の家にて 


