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■ 事務局

〒532-0011 大阪市淀川区西中島5-5-15 新大阪ワシントンホテルプラザ
TEL:06-6305-1010／FAX:06-6301-2525／E-mail: shin-osaka.rc@m6.dion.ne.jp
■ 例 会 毎週水曜日１２時３０分 新大阪ワシントンホテルプラザ(TEL:06-6303-8111)
■ 会長／村木 茂 幹事／安井 一男 会報委員長／浜 博英 会報副委員長／村角 末義
四つのテスト
言行はこれに照らしてから Ⅰ真実かどうか Ⅱみんなに公平か Ⅲ好意と友情を深めるか Ⅳみんなのためになるかどうか
Date 2011.4.20

Ｎｏ．1230
＊＊＊ 四つのテスト ＊＊＊
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

＊＊＊ ロータリーの綱領 ＊＊＊
1. 奉仕の機会として知り合いを広めること。
2. 事業および専門職務の道徳的水準を高めること。あら
ゆる有用な業務は尊重されるべきであるという認識を深
めること。そしてロータリアン各自が業務を通じて社会に
奉仕するためにその業務を品位あらしめること。
3. ロータリアンすべてがその個人生活、事業生活および
社会生活に常に奉仕の理想を適用すること。
4. 奉仕の理想に結ばれた、事業と専門職務に携わる人の
世界的親交によって国際間の理解と親善の平和を推進
すること。
第 1229 回例会報告 （4 月 13 日）

＜本日のプログラム＞
第 1230 回例会／2011 年 4 月 20 日
本日の挨拶
「アンニョンハシムニカ」（韓国語）
標
語

「Ｂuilding Communities Bridging Continents」
「地域を育み 大陸をつなぐ」

ロータリーソング ｢奉仕の理想｣
奉仕の理想につどいし友よ
御国にささげん 我らの業
望むは世界の久遠の平和
めぐる歯車いや輝きて
永久に栄えよ
我らのロータリー ロータリー
卓
話
「こんな事をしています。
～国税広報広聴官～」
東淀川税務署 総務課
課長 島嵜 直子 様

「地域を育み、大陸をつなぐ」
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■司会進行

SAA 稲田会員

■ロータリー・ソング

SAA 谷口会員

■来賓紹介

SAA 久富会員

米山奨学生
菅本会員夫人
吉田会員夫人

■出席者報告
第 1229 回例会

楊 仲 軒 君
菅本 千代子 様
吉田 文子 様

SAA 稲田会員
2011 年 4 月 13 日

会員数 37 名
出席率 70.27％
出席数 23 名
欠席数 11 名
出席免除会員数 3 名
第 1228 回例会（4/6）
メ－クアップ４名 修正出席率 78.38%
4/05 谷口（光）会員
4/10 松本（正）会員
4/06 鋳方会員
4/06 村角会員

2010～11 年度

国際ロータリー会長

レイ・クリンギンスミス

新大阪ロータリークラブ

■会長の時間

片岡

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ

重裕
（会長代行）

飯原会員、鋳方会員、遠藤会員、北野会員、
谷口（光）会員、村角会員、山本会員
本日の合計
今年度累計

米

7,000 円
170,000 円

山

ボ

ッ

ク

ス

飯原会員、鋳方会員、北野会員、谷口（光）会員、
村角会員、山本会員
本日の合計
今年度累計
まだ時間がある、まだ時間があると思っていたのですが、
突然、奈落のそこに突き落とされました。
まだ逃れるすべは無いかと、クラブ細則を引っ張り出して
私の置かれている副会長を繰り返し読みました。
第３節
副会長
副会長は、クラブ運営委員会の委員長となり翌々年
度の会長予定者として会長または理事会によって定めら
れる任務を行う。また、会長から委嘱された事項及び会長
に事故のあるときの代行を行う。
と書いてありました。検査入院て事故になるの？と思い、
悪あがきですが、ウェキペディアで「事故」を見ると、
事故とは、予期せずに人や物などに損傷や損害を与え
る出来事のことである。とありました。
改めてクラブ細則を見る機会は、こんなときしかないのかな、
と思いましたが、
クラブを運営していくのには大変重要な内容です。先輩た
ちが築き上げてこられた、クラブ細則を理解していく卓話
の時間もいいとは思いませんか。
ここまできて、これは致し方なし、と思い、今この場に臨ん
でおります。
皆さん、お聞き苦しい点が多々あるとは思いますが、友情
を以てご勘弁ください。
さて、村木会長は、この時間には、意識してロータリーの
話をしてこられました。帰ってこられるまで、このことについ
ては踏襲していこうと思います。
今月は、ロータリー雑誌月間です。次週はそのことにつ
いてお話させていただきます。 以上です。ありがとうござ
いました。

6,000 円
171,000 円

ニ コ ニ コ 箱

報

■SAA

遠藤 会員

鋳方会員

妻にきれいなお花ありがとうございま
した。〝歩こう会″に初参加しました。
とても楽しかったです。皆さんありがと
うございました。
谷口（光）会員
米山奨学生の楊 仲 軒
君をよろしくお願いします。
村角会員 前回欠席のお詫び。
山本会員 前回欠席のお詫び。本日都合により
早退いたします。
■幹事報告

幹事 安井 一男

① 村木会長の近況報告
4 月 18 日に手術の予定。術後は、回復に時間がか
かるので、本人よりの要望もあり見舞い等は、回復さ
れるまで遠慮願いたい。
② 4/6 開催の理事会の議事録（決議内容）について報
告と補足説明を行う。
詳しくは 4/13 週報に掲載しています。
③ 東北大震災被災者支援マッチング・グラントへの寄
付金は個人、法人とも所得税の減税対象になること
を説明。
■東日本大震災義援金報告

「地域を育み、大陸をつなぐ」
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４月１３日 105,000 円
レイ・クリンギンスミス

新大阪ロータリークラブ
（モンゴル、中国、タイ、台湾、マレーシアなど）
以上

卓 話
第 9 回クラブフォーラム
「米山奨学小委員会」
鋳方 貞了 委員長

「金比羅作戦（その 1）」
歩こう会報告
久富義郎

１、本年度の米山奨学生 楊仲軒さんの紹介と谷口カウン
セラーへの委嘱状渡し及び、奨学金の支給の件
２、昨年の米山奨学生 孔さん夫妻と３月２３日に食事をし
た件
孔さんはドクターコースに行きたいが、妻を養っていか
なければならないので就職しようと思う。日本と韓国の
橋渡しができる仕事につきたいとのこと。
３、ロータリー米山記念奨学会の「特別寄付金」の件
昨年１月～１２月 新大阪ロータリーからは２０５，０００
円であった
なお、山本恵真さんが功労者になられた。感謝状は後
日届けられる
４、２月１９日(土)に第１回国際ロータリー第２６６０地区の米
山奨学生日本語スピーチコンテストが、実施された件
（出場者１４名）
又、２月２７日にハイアットリージェンシーで、出場者、
各ロータリーの会長、カウンセラー、米山委員長が集ま
るパーティが開催された。
当クラブからは、村木会長、山本恵真さん、孔さん夫妻、
鋳方が出席。
優勝された中国女性のスピーチが披露された。
テーマは「心を開いて、勇気を出して、真の異文化理
解へ」であった。
その後、奨学生の皆さんのスピーチがあり、皆さんの上
手な日本語に感心させられた。

2011.4.10．9：30 に阪急十三駅に集合した。天気晴れ。
桜が満開の日曜日。世間は地方選挙の投票日。事前投
票を済ませてこのイヴェントに臨む。参加者は中川・鋳方・
北野・松本（正）・久富の 5 名。淀川の河川敷を河口付近ま
で約 6ｋｍ。阪神高速湾岸線を望み、行き止まり。引き返す
こと 2ｋｍ。西方に進路をとり、13：00 に阪神尼崎に到着。
「がんこ」で、ビール+昼食。14：00 には出発し、花見客を尻
目に、武庫川・甲子園・スサノオ神社をみながら、大関酒
造の関寿庵ではずすことなく清酒・焼酎の試飲。17：00 に
阪神今津駅に到着。今回の行程は終了。「なにわの湯」で
汗を流し、今津駅前で反省会の後、解散。ちなみに私の
万歩計は 38000 歩の一日でした。
次回第 2 回目は今津～神戸。酒蔵巡りの歩きになりそう
です。
予定は 5 月 8 日（日）。

５、（財）ロータリー米山記念奨学会が出している、ハイライ
ト米山号外の件
今回の大震災に対して、各国の学友から震災に寄せら
れたメッセージを紹介した。

「地域を育み、大陸をつなぐ」
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＊＊＊ エンブレムの囁き ＊＊＊

本日のメニュー

1. あなたは私を信用して頂いて結構です。
私は信用に値します。
2. 私の用意はできています。何時でも貴方
のために奉仕できます。
3. 私は、受ける以上のものを貴方に与えます。
私は人のために奉仕します。

震災支援メニュー
鮪の酢味噌和え
甘鯛の木の芽焼き 花レンコン
からすかれいの煮つけ 揚げだし豆腐
豚バラのかき玉
桜海老のかき揚げ 天だし
ご飯
香の物
味噌汁(新玉葱、若布、麩、葱)
フルーツ(オレンジ、キウイフルーツ)

次週のプログラム

第 1231 回例会／2011 年 4 月 27 日

社会奉仕委員会より

引き続き震災義援金のご寄付を
よろしくお願いします。

◆挨

◆ロータリーソング 「奉仕の理想」
◆卓

話
「震災支援活動について」
中川 建司 会長エレクト

予定表

月

拶
「アンニョンハシムニカ」（韓国語）

日 曜日
予定
時間他
４ ２０ 水 第１２３０回 例会 外部卓話 東淀川税務署 島嵜 直子様 １３：３０～絵画クラブレッスン
２３ 土 ２０１１～１２年度のための地区協議会
１３：００～大阪国際会議場５Ｆ

５

２７

水

４
１１
１４
１８
２１
２５

水
水
土
水
土
水

第１２３１回 例会 「震災支援活動について」中川会長エレクト
於 大阪コロナホテル
１８：３０～ 委員会活性化に関する意見交換会・次年度委員長会議
MU 受付なし
例会休会 （祝日・みどりの日）
第１２３２回 例会 ひったくり防止キャンペーン シール貼付作業 １３：３０～定例理事会
「ひったくり防止キャンペーン」 関西スーパー瑞光店
１６：００～
第１２３３回 例会 外部卓話（花原会員担当） 大阪みどりのトラスト協会 １３：３０～絵画クラブレッスン
米国ルイジアナ州 ニューオーリンズ
～２５日（水） 国際大会
第１２３４回 例会 ライフリバー 畑野 研太郎 先生
イラスト提供：イラスト素材桜屋他

「地域を育み、大陸をつなぐ」
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