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大阪難波ロータリークラブ週報 

今 日 の 卓 話 

 

１月１２日（木） 

新年互礼会 

ロータリー４つのテスト 次 回 の 卓 話 

１月１９日（木） 

テーマ   

      「自己紹介」

卓話者

森田 納会員 

 
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 ） 

 ２０２３．１．１２  №２１６８ 

ニ コ ニ コ 箱 報 告 

前 回 の 合 計     ￥１３８，０００ 

本日までの累計  ￥２，２７６，０００(113％達成) 

12月末の予算額  ￥２，０００，０００ 

出 席 報 告 

前回 １２月２２日 ３週前 １２月１日 

会 員 総 数 ６ ６ 名 

出席免除を除く      

ＭＵを含む  

修正出席率 7 5 . 8 6％ 

出 席 会 員 数 
４ ４ 名 

出 席 率 ７ ２ ％ 

第２４回例会  本日のプログラム 

開 会 （点鐘） 通算第２１６８回例会 

・国 歌      「君が代」 

・お正月の歌    「一月一日」 

・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 

・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 

 

閉 会 （点鐘） 

 

新年互礼会 

 ♪ 一 月 一 日 

年の始めの  ためしとて  

終わりなき世の  めでたさを  

松竹たてて  門ごとに  

祝おう今日こそ  たのしけれ  

杯野球大会の表彰式・懇親会が行われました。難波RC
がホストを務め福田キャプテンがほぼ1人で仕切って
頂き全13チームが大会の思い出話に盛り上がりまし
た。 
12/3は西原直前会長が四天王寺非田院より児童用のベ
ンチを寄贈したことによっての感謝状を授与されまし
た。来年くらいから和太鼓の演奏にて奉仕活動が出来
ればと思っています。 
12/8は3年ぶりのクリスマス家族会、中川友好委員長
始め、友好委員の皆様に盛り上げて頂きありがとうご
ざいました。 
12/10地区補助金を活用した社会奉仕活動で東住吉区
にある聖家族の家という児童養護施設へプレイハウ
ス、ピクニックテーブル、サッカーボール10球を寄贈
させて頂きました。その後、ヨドコウ桜スタジアムに
てセレッソ大阪Jリーガー、コーチ陣にて子供達と
サッカー教室を開催し、子供たち
の笑顔が印象的でした。半年、皆
様のご協力のもと何とか経過致し
ました。あと半年引き続きよろし
くお願い致します。 
 
         
        テーマ 「半期を振り返って」 
        卓話者 松田禎胤幹事 
会員の皆様には今年度もクラブ運営に対して、ご理
解・ご協力いただきまして厚く御礼申し上げます。１
９７６年１１月生まれの４６歳、大阪難波ＲＣが１９
７６年８月創立ですので、私と同級生でございます。 
職業は旅行業です。コロナの間は全く仕事ができず、
一体この先どうなるのか？会社は大丈夫なのか？ロー
タリー活動は続けられるのか？不安でいっぱいでした
が、今このような日を迎えることができ嬉しく思って
おります。 
早いもので来年の９月で丸１０年になりますが、未だ
にロータリーとは一体どういうものなのか？と日々考
えている次第であります。今こうして幹事という大役
を務めさせていただいておりますが、これもひとえに
会員の皆様に今日まで支えていただけたからだと感じ
ております。只々感謝の気持ちでいっぱいです。 
少し前までは先輩方に若手と呼んでいただいておりま
したが、今や３０代の会員もおられ、中堅の年代に近
づいてまいりました。この先も常に謙虚であるよう心
掛けてまいりたいと思いますので、引き続きご指導ご
鞭撻の程よろしくお願い致します。 
今年度は林会長の下、「サスティナブル大阪難波ロー
タリークラブ」をテーマに５０周年、１００周年に向
けて持続可能なクラブを目指しスタート致しました。 
過去３期はコロナ禍で例会開催もままならず、当時の
会長・幹事は大変ご苦労なされたことと存じます。コ
ロナ禍において様々な取り組みをされたご経験を参考
にさせていただき、今年度は【休会しない】ことを目
標にスタートさせていただきました。 
また、もう一つの目標は二年目を迎えましたＲＡＣへ
の支援と共生です。今年度から新たに例会場にＲＡＣ
のニコニコを設置させていただいておりますが、ＲＡ
Ｃ例会へのご出席と合わせまして、ご協力の程よろし
くお願い致します。 
まず、今年度最初の仕事は大阪南ＲＣへの表敬訪問で
ございました。そこで驚いたのが例会場のテーブルが
１０名掛けで用意されていたことです。我々は当初５

～６名がベストと考えておりましたので、とにかく驚
いたことを鮮明に記憶しております。その反面、すで
に前進しているのだと気付く部分もございました。 
休会せず例会を開催すると言う目標と合わせて、今年
度は友好行事、家族会、クラブフォーラムや社会奉仕
活動、三姉妹交流などの開催を可能な限りコロナ流行
前の水準に戻すという目標も立てました。 
友好行事に関しましては中川博之友好委員長にご尽力
いただき、７月に行われました西原直前会長・中川静
夫直前幹事の慰労会を皮切りに琵琶湖での夏の家族
会、友好ゴルフコンペ、新入会員歓迎会、北田元会長
にもご尽力いただきました秋のみかん狩り、３年ぶり
のクリスマス家族会とここまで順調に開催できてお
り、とても嬉しく思っております。 
また、福田会員にご尽力いただきまして、野球同好会
も３月のガバナー杯に参加することになりました。コ
ロナで活動できない間に部員の皆さんは３つも歳を
とってしまいましたので、新入会員の皆様、是非この
機会に入部をご検討いただけますと幸いです。 
社会奉仕活動に関しましては１１月１１日・１２日に
行われました道頓堀リバーフェスティバルでのエンド
ポリオの街頭募金活動と授産品バザー出店のお手伝
い、１２月１０日に行いました「聖家族の家」への園
庭遊具とサッカーボールの寄贈、入所児童および大阪
市内の子ども食堂に通う子供たちを対象としたセレッ
ソ大阪とのサッカー教室の開催も無事終了致しまし
た。この２つの行事に関しましてはＲＡＣメンバーも
参加し、共同で実施することができたことにとても価
値があったと思います。 
引き続きＲＡＣの成長にも皆様ご尽力賜りますようお
願い申し上げます。 
先週１６・１７日の両日地区大会がございましたが、
１６日に行われました晩餐会には５００名を超える
ロータリーメンバーが出席されたそうです。この数字
からもわかるようにロータリーとしても前進している
のだと実感致しました。 
今年度後半の大きな行事としまして我々大阪難波ロー
タリークラブがホストとなり、２月２５日にＩＭ第４
組ロータリーデーおよびフレッシュロータリアン研修
交流会を開催致します。伴井ガバナー補佐、川口ロー
タリーデー実行委員長および実行委員の皆様には大変
ご手数をお掛け致しますが、よろしくお願い申し上げ
ます。後期はロータリーデーを皮切りに韓国での三姉
妹交流や友好行事も計画してございますので、クラブ
運営に皆様ご協力の程よろしくお
願い致します。 
前期は何から何まで林会長がやっ
てくださったので、後期はもう少
し幹事として働くよう努力してま
いりたいと思います。 
 
 
 

本日入会された松井潤会員 



★来客紹介：秋田友好委員  
   
  川西ＲＣ 
  北川 博崇様 
 
 
★会長報告：林会長 
1.12月16日～17日は第2660の地区大会でした。「大阪

ロータリー100周年を祝おう」という事で、私も2日
間フルタイムでの参加は初めてでした。16日(金)13時
開会点鐘に始まり、陸上自衛隊中部方面音楽隊の演
奏、そして宮里ガバナーの開会挨拶があり、その後
「大阪ロータリー100年の歩み」を井上パストガバ
ナーがご説明されました。分科会では「ロータリー
の今日・未来」講師、ロータリー日本財団理事長／
元RI理事 千玄室（せんげんしつ）様 大正12年京
都生。昭和39年千利休居士（こじ）15代家元を継
承。平成14年嫡男（ちゃくなん）に家元を譲座し、
千玄室に改名されたとご紹介がありました。「大阪
ロータリー100周年を祝おう」という大会に100歳の千
玄室さんの講演を持ってくるのは、意気やな！と思
いつつ、100歳のご年齢で約1時間半立ったまま講演
をする姿は、ある意味バケモンだと感じました。谷
口先生、あと10年は大丈夫です。 

 夜は晩餐会にも初めて出席し、過去最高の500名を超
える参加者の中、食事とお酒を楽しみ、最後はヴァ
イオリニスト高嶋ちさ子さんの素晴らしいヴァイオ
リン演奏を聞かせて頂きました。 

 
★幹事報告：松田幹事 
1.１月１２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下さい。 
2.中川博之会員、川口会員ご推薦の松井潤氏の入会が決

定し、本日インフォメーションと入会式が行われま
した。 

3.来週と再来週は休会となります。次回の例会は１月 
１２日です。また、事務局ですが１２月２８日～１
月５日まで冬休みを頂きますので、緊急のご連絡は

幹事までお願い致します。 
4.先日の地区大会で表彰状をお預かりしておりますので

ご報告申し上げます。 
 
★委員会報告 
◇国際奉仕委員会：三島委員長 
三姉妹合同例会につきまして報告いたします。 
コロナの影響に伴い３年間開催されませんでした三姉
妹合同例会につきまして、今年度は、釜山西北RCがホス
トとなり開催される事となりました。日程につきまし
て、連絡がまいりましたので取り急ぎ報告致します。 
2023年4月21日（金）晩餐会 
2023年4月22日（土）三姉妹合同例会 
皆さまご多忙と存じますが、４年ぶりの開催となりま
すのでご参加のほど何卒宜しくお願いします。  
尚、北田元会長におかれましては、先方クラブとご調
整頂きまして心より感謝いたします。 
 
★ニコニコ箱報告：日髙副ＳＡＡ 
林 博之：今年一年大変お世話になりました。来年も

引き続きよろしくお願いいたします。よいお
年をお迎えくださいませ。 

松田禎胤：松井会員、ご入会おめでとうございます。
共に奉仕活動を楽しみましょう。 

北橋茂登志：家内誕生日にお花を頂戴して。 
北田好文：クリスマス家族会にて、林会長、松田幹

事、中川友好委員長及び友好委員会の皆様、
本当にご苦労様でした。感謝。 

千田忠司：今年も一年お世話になりました。来年もよ
ろしくお願い致します。 

伴井敬司：林会長、松田幹事他、理事役員の皆様一年
間有難うございました。皆様よいお年を。 

西野文秀：クリスマス会、ありがとうございました。
上半期終わりですね。会長、幹事、理事役員
の皆様あと半分です。頑張ってください。 

西原芳博：遅くなりましたが、クリスマス家族会、中
川友好委員長お世話になりました。抽選会で
はスイスホテルの食事券を頂きましたので、

  前回の記録  第２３回 １２月２２日（木） 

年明け家内とスイスの鉄板焼き行ってきま
す。林会長有難うございました。 

川口栄計：松井さん、入会おめでとうございます。
末長くロータリーライフを共に楽しみま
しょう。 

石川益三：大地さんと遠藤さんに推薦頂いて17年に
なりました。楽しいクラブ人生です。 

徐 正萊：久しぶりに副会長の席に着きます。 
網干康史：つたないSAAですが今年1年ありがとうご

ざいました。来年もよろしくお願いいたし
ます。 

福田 忠：松井潤会員、ご入会おめでとうございま
す。これからもよろしくお願い致します。 

清水一人：今年もお世話になりました。来年もよろ
しくお願いします。 

鉃﨑 薫：今年1年有難う御座いました。来年も宜し
く御願いします。 

三島敏宏：釜山にて行われる三姉妹合同例会につい
て、お打ち合わせ頂きました北田元会長、
誠に有難うございます。 

中川博之：松井さん、ご入会誠におめでとうござい
ます。 

中井政嗣：お祝花、有難うございました。 
段 正峰：今年もお世話になりました。 
日髙雅哉：松井さんご入会おめでとうございます。

共にロータリーライフ楽しみましょう。 
岡野邦男：一年間お世話になり有難うございまし

た。来年もよろしくお願いいたします。 
山川正時：例会欠席お詫びと、アメリカからの無事

帰国。来年度もどうぞ引き続き宜しくお願
いします。 

河内 理：今年はこの会に出会えたご縁に感謝して
おります。来年も宜しくお願い致します。 

松井 潤：本日入会させていただきました松井と申
します。今後とも宜しくお願い致します。 

 
★大阪難波ＲＡＣへのニコニコ箱報告 
林 博之：今年1年お疲れ様でした。来年も頑張って

参りましょう。 
北田好文：今年1年本当に頑張ってくれました。来年

も宜しくお願い致します。 
伴井敬司：RAC会員の皆様、一年間ご苦労様でした。

来年も積極的活動お願いします。 
西野文秀：上半期ご苦労様でした。下半期あと半分

頑張りましょう。 
福田 忠：クリスマス忘年会例会、企画、準備など

お疲れ様です。今年一年とても頑張りまし
たね。来年も共に頑張りましょう！ 

清水一人：来年もよろしくお願いします。 
宮本倫明：いつもＲＣの活動を盛り上げていただき

ありがとうございます。 
累計￥２６７，０００ 

 
★卓話     テーマ「半期を振り返って」 
        卓話者 林 博之会長 
率直な感想「あっという間」でした。今年の1月頃か
ら、会長になる為の研修や講義をナンボほど受けな
アカンねんと思いながら、ロータリーの事を全然理
解出来てなかったとも反省をしながら、会長研修を
受けて参りました。 
 難波RCに入会して12年、のほほんと参加して参り
ましたけど、会長年度はロータリーの事を改めて知

る、という1年だと思っています。 
今年5月～6月頃は、コロナが少し収まっていて、世
の中が戻っていた時期に加え、7月から会長になるこ
とを迎える準備に追われる事と同時に、すごいプ
レッシャーを感じるようになり、疲れが溜まり体調
が悪いまま7月を迎えました。 
「サスティナブル大阪難波ロータリークラブ」を
テーマに私の仕事の一環でもあるSDGSとロータリー
は繋がっているという事を解説しながら会長報告を
していこうとやってきました。 
7月に入り早々に、直前会長・幹事 慰労会を開催。
食道園にて37名がご参加頂き、西原直前会長、中川
静夫直前幹事にお疲れ様でした。と慰労の意をお伝
えしながら、楽しい会となりました。 
RACメンバーも新年度を迎え、福永会長のもと、初め
ての行事となりました第2660地区ローターアクト第1
回地区献血があり、宮里ガバナーもお越しくださる
中、難波RACメンバーはよく頑張ってくれていまし
た。7/23には難波RACのＢＢＱ例会があり、北田元会
長の呼びかけもあり多数のメンバーに参加して頂き
ました。9/4には「夏の家族会」琵琶湖の白ひげビー
チにて、過去最高の74名の皆さんにご参加を頂きま
した。川口元会長にジェットスキーなどをご用意頂
き、荒山会員のお肉、西野元会長からは海鮮セット
など皆さんからの沢山の提供により、楽しい思い出
となりました。 
9/27には第1回友好ゴルフコンペを開催し18名のご参
加を賜りました。伊藤会員のお勧めコース「飛鳥カ
ンツリー俱楽部」良いコースに良いお天気で気持ち
よくラウンドすることが出来ました。 
9/23～25「秋のRYLAセミナー」が開催され、大阪難
波RAC今期会長の福永翔太君が去年に続く2回目の参
加をしてくれました。今回は吹田にある「パナソ
ニックリゾート大阪」にて行われ、テーマは「最善
力を磨く」あまり聞きなれない言葉でしたが、意味
は「人生の中で沢山の分かれ道に遭遇するが、いつ
か必ず点と点は繋がる」という話でした。今期、福
永会長もすごく頑張って頂いているのでRACニコニ
コ、また労いの言葉を掛けてやって欲しいです。 
10/13はガバナー公式訪問で、宮里ガバナーがテーマ
「大阪のロータリー100周年を祝おう」100周年をお
祝いしましょう。地区のビジョン、中期計画、年次
目標などのご説明がありました。 
11/12～13は社会奉仕・青少年奉仕も兼ねまして「道
頓堀リバーフェスティバル2022」が開催。今年は2会
場での開催となり、湊町リバープレイスでは、社会
福祉協議会様のご協力を頂き、授産製品のチャリ
ティーバザーが行われました。なんば駅前広場で
は、難波RACによる、ポリオ根絶に向けての街頭募金
活動を行いました。 
11/20は「秋のみかん狩り」を開催。47名の皆さんに
ご参加を頂き、今年も北田元会長に大変お世話にな
りました。その後「み奈美亭」にてぼたん鍋を頂戴
いたしました。 
11/24はホテルロイヤルクラシック大阪にて新入会員
歓迎会を開催。平野さん、山川さん、川浦さん、河
内さんの歓迎会を参加者44名でお祝いをしました。
中川友好委員長の企画で「新入会員さんをもっと
知ってもらおう」という事で、写真を使って昔のエ
ピソードを聞かせて頂き、4名の方々をより知る事が
出来ました。 
11/22はホテル日航大阪にて2019～2020年度ガバナー

            年頭のご挨拶 
会長  林 博之 

新年明けましておめでとうございます。 
新型コロナウィルス感染拡大から3年経過し、未だ終息が見えない状況ではありますが、当大阪
難波ロータリークラブは奉仕活動、行事など止めることなく上半期を終えました。下半期も十
分感染対策に注意を払いながら活動をして参りたいと思います。 
会長就任当初は緊張の中、7月を迎えました。仕事とロータリークラブの両立で、時間に追われ

る日々でしたが、皆様の支えもあり何とか半期を通過することが出来ました。下期も皆様のご協力を賜りながら邁
進して参ります。今後の予定ですが、 
1月職業奉仕委員会クラブフォーラム 
2月当クラブがホストを務めるIM第4組ロータリーデー テーマ「ジェンダー平等を実現しよう」、フレッシュロー
タリアン研修交流会。 
3月大阪城リレーマラソン、ガバナー杯野球大会 
4月三姉妹交流が3年ぶりに開催。ホストは釜山西北ロータリークラブ 
5月第2回友好ゴルフコンペ 
6月打ち上げ家族旅行、を開催予定です。 
また、皆様にも一定のご承認を頂戴致しました、女性会員の入会を今期中に目指したいと思っておりますので、ご
理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 
あと半年、一生で一度のロータリークラブの会長を楽しんで参りたいと思いますのでご協力よろしくお願い致します。 



徐 正萊 会員 

昭和26年7月24日 

今年は年男ということで、難波ロータリー入会１５年目全力投球してロータリー活動にチャレンジして
いきたいと思いますが、やっぱり自分の好きなハンティングにもっと積極的に取り組んでいけたらと
思っております（笑)。 
まず、今年は再度アフリカへ遠征し、象、ライオンを狩ります。それから、アラスカでヘラ鹿を狩り、世
の中が落ち着いたらロシア・カムチャッカに行って４００キロ級のブラウン・ベアーも撃ちたいですね。
前に行ったときは３００キロだったので再チャレンジします。国内では北海道でエゾシカ猟をメインとし
て年間３０～４０頭捕っておりますが、今後は後輩ハンターの育成にも力を入れていく所存です。 
おかげさまで人生６回目の年男となりまして、今から良い事が起きないかワクワクしているところです。 
まだまだ抱負はありますが、最後に難波ロータリーの若手をサポートして今以上にロータリー活動を
頑張りたいと思っております。 
 

日髙雅哉 会員 

昭和62年6月23日 

おかげさまで人生三回目の年男になりました。 
これまで様々な方と出会い、ご縁をいただきまして、いまがあると思っています。 
今年は、現状に満足せずに、何事にもチャレンジしていく気持ちを持ちたいと思います。 
うさぎのようにぴょんと飛び跳ねる一年にしましょう！ 
 

 田啓介 会員 

昭和38年12月8日 

新年明けましておめでとうございます。早いもので今年で生まれた干支も５回目を迎えました。 
私の60年の人生を振り返りますと、成人してからは会社中心の生活、正に仕事一筋でございました。雨
の日も風の日も、足を棒にして毎日取引先を回ったことも、諸先輩方にお叱りの言葉を頂戴したことも、
お客様に頭を下げて回ったことも今となっては懐かしい思い出です。 
長い会社員生活の中では、失敗も成功も、周りの皆様にご迷惑をおかけしたことも多々ございましたが、
入社以来37年、自分の中では何かを一つ成し遂げたような、清々しい気持ちで満ちております。 
そして、このように私が一人前の会社員としてやっていけるのも、ひとえに皆様方のご支援、ご尽力の賜
物と感謝の念にたえません。 
還暦は干支が１週して赤ちゃんに還ると申します。まだまだ気力、体力は若いものに負けないと自負して
おります。今一度節目の年を迎え第二の人生を始めるつもりで、これからも様々な事に取り組んでいく所
存でおります。 
自分の性格からしてやはり現場が一番自分自身の本当の姿が出せるフィールドだと思っております。 
大阪難波ロータリークラブに入会し早１年が経過しましたが、本当に諸先輩方からはいつも勉強になる
お話やご指導を頂戴し常に自分に置き換えて行動を起こすように心がけております。 
和太鼓部に入ったのも今一度新しい自分を見つけようと思い入部しました。今まで頑張ってきたゴルフ
を軸に６０歳からはもっと新しいものにチャレンジしようと思っています。 
やはり死ぬまで勉強、死ぬまで現役という気持ちを忘れずに、これからの人生楽しく過ごしていきたいと
思っております。皆様方からの引き続きのご指導とご鞭撻をどうぞよろしくお願いします。 

森田 納 会員 

昭和38年12月5日 

明けましておめでとうございます。 
今年で６０歳になります。今年の目標は体重６０キロを目指して頑張りたいと思います。 

地区大会にて2021-22年度の表彰が行われました。 

「意義ある奉仕賞」 End Polio Now 「100ﾊﾟｰｾﾝﾄ『ロータリー財団寄付』クラブ 



【大阪難波ＲＡＣ １月度第一例会】  
明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い致します。 
１月５日（木）大阪難波ローターアクトクラブ1月度第一例会では、初詣&クリーンハイク例会を行いまし
た。（11名参加）今宮戎神社にて、2023年も大阪難波ローターアクトクラブの益々の発展と活躍を祈願し、
ご参加頂いたロータリアンさんと一緒に参拝しました。その後、今宮戎神社から南海新今宮駅まで30分程ク
リーンハイクを行いました。タバコのポイ捨てが凄く目立ちました。喫煙する方にはマナーを守って吸って
頂きたいと思います。新年から街も綺麗に、心も綺麗になり、良い一年のスタートが切れたと思います。 
新入会員が一名増えました。林 陽菜多（はやし ひなた）会員 25歳 女性 
林 陽菜多会員は、奈良県の大和育成園で勤めています。両親が居ない子供達を保護する児童養護施設で
す。林 陽菜多会員の力をお借りして、大阪難波ローターアクトクラブとして
は、児童養護施設と交流を深めて子供達の笑顔を増やしていきたいと思います。
現在、大阪難波ローターアク
トクラブでは女性会員が少な
い為、女性会員の増強に努め
これからは女性の意見も尊重
して活動してまいります。 
2023年も大阪難波ローターアク
トクラブを宜しくお願い致し
ます。 
 2022-23年度 広報 林海晟 

１月 会員誕生日 おめでとうございます 

1月 1日 北橋茂登志会員        1月 2日 白野陽一 会員 

    1月 8日 北田好文 会員       1月 8日 平野浩希 会員              

1月17日 林 博之 会員       1月27日 比嘉廉丈 会員           

１月 会員夫人誕生日 おめでとうございます 

1月 3日 徐 正萊会員夫人 太佳子様   1月 9日 長田博文会員夫人 久美子様 

1月18日 長崎  武会員夫人 智美様       1月19日 山田誠一会員夫人 泰子 様     

1月31日 井上満昭会員夫人 美由紀様 

これからの予定 

1月18日（木）オンライン職業奉仕セミナー 

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 

1月20日（金）第２回金輪会 

1月26日（木）例会・職業奉仕委員会クラブフォーラム 

2月 2日（木）例会・定例理事会 

2月 9日（木）例会 

【大阪難波ＲＡＣ １２月度第二例会】  

１２月２２日（木）、ニューミュンヘン南大使館において大阪難波ＲＡＣの１２月度

第二例会（Ｘｍａｓ例会）が行われました。   

他クラブからもたくさんのＲＡＣ会員が、ま

たＲＣ地区委員会からも仲西副委員長が

お越し下さいました。ビンゴ大会の景品

の協賛を下さいました清水会員、誠にあ

りがとうございました。   文責：福田 忠 


