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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１９日（木） 

テーマ   

      「自己紹介」

卓話者

森田 納会員 

ロータリー４つのテスト 次 回 の 卓 話 

１月２６日（木） 
テーマ  職業奉仕月間卓話  
 「自己の職業的手腕を 
   活かす奉仕も職業奉仕」 
卓話者

戸田 佳孝 様 
  

 
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 ） 

 ２０２３．１．１９  №２１６９ 

ニ コ ニ コ 箱 報 告 

前 回 の 合 計     ￥２３５，０００ 

本日までの累計  ￥２，５１１，０００(92％達成) 

 1月末の予算額  ￥２，３３０，０００ 

出 席 報 告 

前回 １月１２日 ３週前 １２月８日 

会 員 総 数 ６ ５ 名 
出席免除を除く      

ＭＵを含む  

修正出席率 8 5 . 2 4％ 

出 席 会 員 数 ４ ４ 名 

出 席 率 ７ ４ ％ 

第２５回例会  本日のプログラム 

開 会 （点鐘） 通算第２１６９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  

１月 結婚記念日 おめでとうございます 
 

             1月 3日 宮本倫明会員ご夫妻          

１月度定例理事会議事録 
1.2月25日開催のIM第4組ロータリーデーについて、2月4日IM第2組のロータリーデーを
見学させていただき、その後受付の打ち合わせ等をする。また、パネリストを選考中
であり、会場はスクール形式で行う事などが報告された。また、IM第4組フレッシュ
ロータリアン研修交流会について、こちらもIM第2組を見学させていただき、基調講
演には山本博史パストガバナーにお越しいただく予定であることが報告された。 

2.職業奉仕月間卓話に地区職業奉仕委員会副委員長の戸田佳孝様にお越しいただく事が
報告された。また、職業奉仕委員会クラブフォーラムについて、同日例会終了後、貸
し切りバスで大和食品株式会社和泉工場へローストビーフ製造の見学に行き、終了後
懇親会を行う事が報告された。 

3.国際交流三姉妹親善訪問について、今年度は釜山西北RCがホストとなり、4月21日～
23日の日程で韓国を訪問することが報告され、宿泊先やコロナに関する注意事項など
話し合われた。 

4.2022-23年度第2660地区ローターアクト海外研修参加について、大阪難波RACの２名
が参加するにあたり、研修費として青少年奉仕委員会より15万円、ニコニコ予備費よ
り15万円拠出することが承認された。 

5.米山奨学生受け入れについて、福田会長エレクトに一任することが承認された。 

今
月
お
誕
生
日
を
迎
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ら
れ
る
会
員
各
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★大阪難波ＲＡＣへのニコニコ箱報告 
谷口 勉：本年もご活躍を大いに期待しており

ます。 
北田好文：RACの皆様、新年あけましておめでと

う御座居ます。本年も宜しくお願い
致します。 

西野文秀：あけましておめでとう！！ 
川口栄計：新年あけましておめでとうございます。

難波RACの発展を祈念いたします。 
石川益三：ローターアクトのメンバーの元気が

とても嬉しいです。 
三島敏宏：昨年はお世話になり有難うございま

した。本年も宜しくお願いします。 
累計￥２８７，０００ 

 
     

★新年互礼会 

これからの予定 

1月20日（金）ＩＭ第４組 第２回会長・幹事会（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・懇親会 

1月28日（土）地区補助金管理セミナー     2月 2日（木）例会・定例理事会 

2月 9日（木）例会           2月16日（木）例会 

2月16日（木）大阪大淀ＲＣ50周年記念式典  

2月18日（土）2023-24のための地区チーム研修セミナー  

2月23日（木・祝）休会      2月23日（木・祝）八尾東RC５０周年記念式典  



★来客紹介：ありません。  
   
★会長報告：林会長 
1.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。 

 
★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下さい。 

2.下期会費と周年積立金の請求書を入れさせていた
だいております。お振込みいただきますようによ
ろしくお願いいたします。 

3.新入会員の松井潤会員の住所録を入れさせていた
だいております。緑の手帳に貼ってご活用下さ
い。 

4.職業奉仕委員会クラブフォーラムのご案内  
（荒山職業奉仕委員長の代理） 

 
★委員会報告 
◇国際奉仕委員会：三島委員長 
本日、釜山西北RCがホストで開催されます三姉妹合
同例会のご案内を入れさせていただいております。
4/21(金)～23(日)の3日間の日程になっております。
ご参加よろしくお願いいたします。 

 
◇クラブ研修委員会：福田委員長 
①1月19日(木)開催させていただきます大阪難波ＦＲ
研修懇親会、本日締切となります。 
②2月25日(土)開催させていただきますIM第4組ＦＲ研
修交流会のご案内を入れさせていただいておりま
す。ご参加よろしくお願いいたします。 
 
◇クラブ会報・雑誌委員長：川井委員長 
「ロータリーの友１月号の紹介」 
縦P13 卓話の泉 事業継承としてのM＆A   
・M＆A（企業の合併と買収）は日本では増加傾向に
あり、２０２１年は４２８０件と過去最多を記録
している。 

・M＆Aの利点は、事業や社名の存続、いわゆる事業
継承がスムーズにできること 

・事業継承には親族内継承、社員などによる親族外
継承がある 

・親族内継承の場合、株式は引き継ぐ際には相続税
を現金で支払う必要があり、親族外継承だとその
継承者が買い取らなければならないがM＆Aの場合
は壌渡企業が株式を買い取る 

・M＆Aで最も多い手法は株式譲渡 
・譲渡企業の大半は黒字企業のため、引き継ぐ側も
売り上げや利益が見込める 

 
縦P13 私の一冊 失敗の科学  
   大阪難波RC中川博之会員 
・失敗と聞くとネガティブなイメージがある 
・この本書で失敗をポジティブに捉えるべきであ
る、ということを学ばせてもらった 

・タイトルにある通り、本書ではさまざまな角度か
ら失敗が分析されている 

・「成功」の反対は「失敗」ではなく「諦め」であ
ると学んだことはあった 

・しかし、本書からは、失敗から多くを学ぶことが
成功への道しるべになるということを知り、失敗
に対する捉え方が大きく変わるきっかけを与えて
もらえた 

 
横Ｐ8～9 RI会長メッセージ        
・会員に行ったアンケートの結果から、会員満足度
を左右する大きな要因はクラブでの体験だという
こと。 

・クラブとの絆を実感すると、会員は退会しようと
思わなくなる 

・絆をつくり、維持するのに大きな効果があるもの
があり、それは居心地の良さと配慮である 

・人間関係の中ではお互い大切にし、心からの気遣
いを示すことができれば、一生の友達ができ、そ

  前回の記録  第２４回 １月１２日（木） 

の友情の輪を広げるために行動するようになる 
・ロータリーのリーダーたちはクラブ体験を価値
あるものにするため、クラブ各会員が自由に意
見を話し、皆が耳を傾けること 

・ロータリークラブを率いるというのは、対話を
促し、新しいアプローチを積極的に試みること 

・優れたリーダーシップとは、与えること、支え
ること、勝利を味わわせることである 

  
★ニコニコ箱報告：赤坂副ＳＡＡ 
林 博之：明けましておめでとうございます。下

期も引き続きよろしくお願い致しま
す。 

松田禎胤：新年あけましておめでとうございま
す。今年度後期もクラブ運営にご理解
とご協力よろしくお願い致します。 

北橋茂登志：思いもよらず太鼓部の皆様から米寿
のお祝いを頂き感謝感激雨あられで
す。誕生日自祝。 

山田誠一：妻の誕生日、自祝。 
北田好文：明けましておめでとうございます。本

年もよろしく。早々からの賀状ありが
とうございました。尚、本年から新年
のご挨拶を失礼させて頂きました。 

千田忠司：明けましておめでとうございます。本
年もよろしくお願いいたします。 

夏 明義：明けましておめでとうございます。本
年もよろしくお願いいたします。林会
長、松田幹事、理事役員の皆様、後半
もよろしくお願いいたします。 

白野陽一：あけましておめでとうございます。本
年も宜しくお願いします 

白野陽一：誕生日自祝。 
伴井敬司：本年もよろしくお願いいたします。 
西野文秀：あと半期頑張って下さい。会長幹事、

理事役員の方々。 
岡西豊博：明けましてお目でとうございます。皆

様からの年賀状お送り頂きありがとう
ございます。 

西原芳博：新年あけましておめでとうございま
す。本年も宜しくお願いいたします。 

川口栄計：新年あけましておめでとうございま
す。大阪難波RCの益々の発展を祈念い
たします。 

石川益三：あけましておめでとうございます。本
年もよろしくお願いいたします。 

久保幸一：明けましておめでとうございます。本
年もよろしくお願いいたします。林会
長、松田幹事、理事役員の皆様、後半
も宜しく御願い申し上げます。 

伊藤 仁：皆様あけましておめでとうございま
す。本年もよろしくお願いいたしま
す。 

松浦孝尚：明けましておめでとうございます。本
年もよろしくお願いいたします。 

中川静夫：明けましておめでとうございます。本
年もよろしくお願いいたします。 

立花英司：皆さん、明けましておめでとうござい
ます。本年もよろしくお願いいたしま
す。 

網干康史：本年もよろしくお願いします。 
福田 忠：皆様、明けましておめでとうございま

す。今年もよろしくお願い致します。 
森田 納：あけましておめでとうございます。本

年もよろしくお願い致します。 
清水一人：あけましておめでとうございます。 
鉃﨑 薫：皆様、新年あけましておめでとうござ

います。2023年一年宜しくお願いしま
す。 

三島敏宏：旧年はお世話になり有難うございまし
た。本年もよろしくお願い申し上げま
す。 

早栗義文：今年も宜しくお願い致します。益々頑
張りましょう！！ 

本間一成：明けましてお目出度うございます。 
宮本倫明：新年あけましておめでとうございま

す。本年もよろしくお願い致します。 
中川博之：あけましておめでとうございます。本

年度もどうぞよろしくお願いします。 
中井政嗣：謹賀新年、本年も宜しくお願いしま

す。 
岡本真一郎：今日は初例会です。本年も宜しくお

願い致します。 
川井宗次：新年あけましておめでとうございま

す。本年度も宜しくお願い致します。 
日髙雅哉：あけましておめでとうございます。今

年も様々な行事でご一緒させて頂きま
す事を楽しみにしております。本年も
どうぞよろしくお願いします。 

長田博文：明けましておめでとうございます。今
年も宜しくお願いします。先日の妻の
誕生日には素敵なお花をありがとうご
ざいました。 

藤原秀之：新年あけましておめでとうございま
す。本年もどうぞ宜しくお願い致しま
す。 

吉田啓介：新年あけましておめでとうございま
す。今年は年男還暦本厄の当たり年で
す。健康に留意して一年を過ごしたい
と思っております。今年もよろしくお
願いします。 

吉田 智：明けましておめでとうございます。長
期欠席すみません。12月に長男出生、
自祝。 

飛田了介：明けましておめでとうございます。本
年もご指導のほどよろしくお願いしま
す。 

河内 理：新年あけましておめでとうございま
す。下期も引き続き宜しくお願い致し
ます。 

川浦文彦：あけましておめでとうございます。
2023年迎えれたことに感謝です。今年も
よろしくお願いいたします。 

 

  １月は「職業奉仕月間」です 



令和５年（2023年）１月１３日金曜日 産経新聞 


