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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

本日の例会

次回の例会

第1847回例会 令和 4 年 5 月16日
今週の歌 「ある日突然」
卓
話 「書道家が愛を語る」
上平 梅径 様

第1848回例会 令和 4 年 5 月23日
今週の歌 「22歳の別れ」
卓
話 「私の職業」
佐々木博史 会員

前回の記録

5 ．ウクライナ侵攻後も燃料輸入でロシアに 8 兆5,000

副会長挨拶

阿部副会長

億円支払い。
6 ．サハリン 2 、岸田総理は撤退しないと発表、シェ
ルは撤退5,500億 3 月損失計上。
7 ．関西電力今期750億赤字の見通し。電力会社10社
が業績悪化。
8 ．新電力会社倒産。
問題は、 2 か月でサハリン 2 含む輸入 8 兆5,000億
がロシアの資金源になっている。

本日会長代行を務めます阿部です。
前回お話しさせて頂いた各家庭、事業所の電気、ガ
ス代大丈夫でしたか？
今回も引き続きエネルギーのお話をさせていただき
ます。
1 ．電気、ガス値上がりはマスコミ報道で実感してる。

サハリン 2 撤退が実現すれば国民負担は 1 兆円、ガ
ス、電気代は 2 倍以上と予想されます。
燃料価格の高騰と円安が電力会社の業績を直撃して
いる。大手10社の2022年 3 月期決算が28日出そろい、
中部電力など 5 社が最終赤字となった。原子力発電所
の再稼働が進まず、ウクライナ侵攻の影響で火力発電
所の燃料費が想定以上に膨らんだ。経営環境はさらに

2 ．ロシアはエネルギー40兆円輸出してる。

厳しさを増しており、23年 3 月期は 9 社が業績見通し

3 ．ブルガリア、ポーランドのLNG停止。

を未定とした。LNG、石炭の調達価格 2 倍に10社合

4 ．欧州はロシア輸入禁止の方向、ロシア産の原油禁

計の22年 3 月期の最終損益は969億円の赤字と、5,671

輸、日本もロシアへ追加制裁。

億円の黒字だった前の期から赤字に転落した。半数以

上が赤字になるのは、原油高で収益が縮んだ14年 3 月

3 ．先週開催の第14回理事会決議事項について、ご報

期以来 8 年ぶり。東北電力は1,083億円の赤字（前の

告申し上げます。

期は293億円の黒字）と、東日本大震災の影響が色濃

①6 月度例会プログラムが橋本芳信プログラム委員

く出た12年 3 月期（2,102億円の赤字）以来の赤字幅
だった。中国電力は過去最大の赤字。残り 5 社も最終
減益だった。

本日は、ゲストスピーカーとして

副委員長

和泉谷
久松

た。尚、コロナ禍 1 会員あたり¥10,000の例会費
返還分と例会費（42名分）と事業費でキャンセル
料を支払ったことを報告。

地区青少年交換委員会
委員長

②2021－22年度 春の家族例会（中止）の報告書が
福原親睦活動委員長から提出され、承認されまし

ゲスト紹介 親睦活動委員会 佐々木委員



長から提出され、承認されました。

研 様（大阪帝塚山RC）
秀雄 様（大阪御堂筋本町RC）

そして、お客様として、望田成彦（摂津RC）様、
米山奨学生 エランバム, ガントイビ様にお越しいた

③小 林 哲会員（パスト会長）退会届が提出され、
承認されました。残念です。
4 ．ロータリーの友 5 月号と 6 月度例会プログラムを
BOXに入れました。
5 ．次週開催の今年度理事会の件

だいております。
本日の例会をごゆっくりと楽しんで下さい。

 次週、今年度の予定で最終に当たります、第15回
（ 5 月度）理事会があります。例会終了後の19：15～

幹事報告

木下幹事

です。また、終了後に懇親会が御座います。今年度
の理事の皆様、お車でのご出席はご遠慮下さい。

出席報告
●会

員

数

出席会員数
●来

客

出席委員会

本田委員長

42名
36名（内Web出席
4名

1 名）

本日の出席率

94.74％

●※コロナ禍によるメーキャップ規定により 4 月18日
の出席率は100％
1 ． 5 月生まれの会員並びに会員夫人のお祝いの品を
郵送にてお渡し致しました。会員並びにご夫人の皆

米山記念奨学生報告

エランバム, ガントイビ 様

様、お誕生日おめでとう御座います。
2 ．2022年度米山奨学生 エランバム, ガントイビさ
んが来られております。阿部副会長、奨学金の授与
をお願い致します。

私の町を紹介します。
インドのマニアプール州のインパルという町から来
ました。

インパルは、インドの北東にあります。







ご結婚のお祝い

私はインド人としてのヒンドゥ語は母国語じゃない
です。
マンプル語が母国語です。

5月

小川会員夫妻

伊藤会員夫妻

新井会員夫妻

坂本会員夫妻

堀会員夫妻

インドには800以上の言語があります。


ニコニコ箱

清水
（大）
副SAA

●小川パスト会長

結婚記念日の贈花に感謝して。

●家村パスト会長

例会無断欠席のお詫び。

卓

話

青少年奉仕月間「青少年交換について」
青少年交換委員会

●青木パスト会長 最近暑いくらいの日が続きますね。



●橋本
（徹）
パスト会長

 副委員長 久松 秀雄 様（大阪御堂筋本町RC）

4 年ぶりに全日本剣道演武大

会に出場してきました。
●久松地区青少年交換副委員長

本日の卓話、宜しく

お願い致します。
●西村会員

昨日吹田デーのガンバ勝利を祝して。

●瀬川会員

青少年奉仕の卓話どうぞよろしくお願い

委員長 和泉谷 研 様（大阪帝塚山RC）

平素より青少年交換プログラムにご理解を賜り厚く
御礼申し上げます。ロータリー青少年交換プログラム
は、1920年代にヨーロッパでロータリアンの子供同士
を交換し我が子の様に育ててみようという試みで始ま
りました。学生達は 1 人で外国へ出発し、ロータリア

します。
●仁科会員

皆さん良いGWをすごされましたか？春

ンの庇護のもと異文化にふれあい、生活することで互
いの立場や違いを認める事を学び成長していきます。

ですね。
●坂本会員

風薫る 5 月、爽やかな季節となりまし

加するプログラムです。2022－2023年度は当地区では

た。今月もよろしくお願い致します。
●塚脇会員

例年であれば年に世界約100カ国でおよそ9,000人が参

結婚記念日のお花ありがとうございまし

短期交換のみ認めております。新型コロナの水際対策
の実質的終了が待たれます。地区では将来長期交換の

た。
●瓜生会員

誕生日のプレゼントありがとうございま

を行なっております。ホストクラブに所属していなく

した。
●佐々木会員

留学生を受け入れてくださるホストファミリーの募集

ても、ホストファミリーとして奉仕活動に参加できま

娘の就職が内定しました。

す。2019－2020年青少年交換派遣生報告書冊子と帰国
本日のニコニコ箱

34,000円

報告会の動画が収められた青少年交換DVDがガバ

累計のニコニコ箱

1,037,000円

ナー事務所に保管されております。必要に応じご利用

累計のニコニコB

11,000円

ください。

奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために

エランバム, ガントイビ様（米山奨学生）
地区青少年交換委員会（卓話）

天日塩にて食せよと初鰹

竹落葉艦隊なして川下る

美加代

ときよし

まさお

五月度俳句同好会︵第四一六回︶
兼題﹁鰹・竹落葉﹂

あるなしの風のそよぎや竹落葉

山牛

せり

例会風景

糶終へて水ぶちまけて初鰹
次回 六月度句会
兼題﹁梅雨・夜店・夏木立﹂

5 月お誕生日祝い

