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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
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））） 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 1232 回例会報告 ＇5 月 11 日（

＜本日のプログラム＞
第 1233 回例会／2011 年 5 月 18 日
本日の挨拶
「サワッディーカップカ」＇タイ語（
標

語

「Ｂuilding Communities Bridging Continents」

■司会進行

SAA 横山会員

■ロータリー・ソング

SAA 谷口会員

■来賓紹介

SAA 湯浅会員

米山奨学生

楊 仲軒 君

「地域を育み 大陸をつなぐ」

ロータリーソング 「手に手つないで｣

■出席者報告
第 1232 回例会

手に手つないで つくる友の輪
輪に輪つないで つくる友垣
手に手 輪に輪
ひろがれ まわれ 一つ心に
おゝ ロータリアン
おゝ ロータリアン
卓

会員数 37 名
出席率 83.78％
出席数 27 名
欠席数 6 名
出席免除会員数 4 名
第 1231 回例会＇4/27（
メ－クアップ 5 名 修正出席率 81.08%
4/13 谷口会員
4/27 鋳方会員
4/17 大石会員
4/17 村角会員

話
大阪みどりのトラスト協会
小橋 宏充 様

「地域を育み、大陸をつなぐ」

SAA 横山会員
2011 年 5 月 11 日
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■会長の時間

片岡

重裕
（会長代行） という３項目を書き出して目標をはっきりし、
その上で「使う」「処分」「保留」に仕分ける。また、長年使っ
てきたものを捨てるときは写真に撮って処分すれば「思い
出」は残ります。
重要なのは、次の人生やこれから自分がやりたいことを見
つめ直すきっかけになります。とテレビでは結んでいまし
た。
寝ながら思ったのですが、自分が妻から老前整理されな
いよう、気をつけなあかんな、と思いました。 以上です。あ
りがとうございました。

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
飯原会員、鋳方会員、北野会員、谷口＇光（会員、
浜 会員、松川会員
本日の合計
今年度累計
村木会長

ご退院おめでとうございます！

米

6,000 円
187,000 円

山

ボ

ッ

ク

ス

皆さん、ゴールデンウィークは、いかがお過ごしになられま
飯原会員、鋳方会員、大橋会員、北野会員、
したか？私は、５月の１日からぎっくり腰になり、全て寝て
谷口＇光（会員、浜 会員、松川会員
おりました。それで本を読んだりテレビを観たりの毎日で、
過ごしました。震災関連や、食中毒、原発ばかりでしたが、
本日の合計
7,000 円
身近な話題で、尐しお話します。皆さんは、「老前整理」て
今年度累計
189,000
円
ご存知ですか。年老いてからでは負担ですので、事前に
家にある所有物の要・不要を判断して整理しておきましょう、
というお片づけのススメですが、これを推奨されている方が
大阪在住のインテリアコーディネーターの坂岡洋子さんと
ニ コ ニ コ 箱
報
告
いう方で、今や受講希望者が殺到しています。持ち物ひと
つひとつと向き合い、「なぜそれが必要なのか？」を考える
■SAA
遠藤 会員
ことを求めるそうで、まず聞くのは、今一番大切なものは何
ですか？だそうです。老後をポジティブに考えると、
小林正子様＇小林会員令夫人（ コメントは下記
・ 探し物が減ります。
掲載
・ あとの掃除が楽になります。
鋳方会員 ５月８日の歩こう会、とても楽しかった
言ってみればこれからの生活をより充実させるための老前
です。来月も楽しみにしています。
整理なのです。
北野会員 タイワン料理、お酒、ごちそうさまでし
具体的には、
た。
１． 今一番大切なもの。
谷口＇光（会員 東北大震災、２か月が経ちました。
２． ラクダに乗って砂漠を旅するとしたら、持って行
早く復興することを期待します。
くもの。
中川会員 遠藤先生お世話になりました。
３． 片付けたい物、片付けたい場所、それをいつま
浜 会員
ベニスのゴンドラにのって風に吹かれ
でに。
てきました。

「地域を育み、大陸をつなぐ」
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久富会員

松川会員

山本会員

うれしい事がたくさんありました。①村
木会長退院②孫が帰って来ました③
金比羅大作戦の２回目終了④映画
「阪急電車」みて下さい。
足が棒になりました。台湾料理はお
いしかったです。みなさんありがとうご
ざいました。
妻の誕生日に美しいお花のプレゼン
ト有難うございました。本人もよろしく
とのことです。

小林正子様より
新緑が目に染みる候となりました。
ロータリーの皆々様は、お元気で御活躍の事とおよ
ろこび申し上げます。
主人も長らく欠席の為、皆様方に御迷惑をおかけし
ておりますが、病状も今一つ芳しくなく、申し訳なく思っ
ております。
この度は、私の誕生祝にきれいなお花を有難うござ
います。お花を見ますと心も安らぎ楽しくなります。本当
に有難うございます。
この嬉しい気持ちで、わずかではありますが、ニコニ
コに献金させて頂きたく同封致します。
主人も一日も早く元気になって、又皆様のお仲間に
入れて頂きたく頑張っておりますので、よろしくお願い
致します。
草々
新大阪ロータリークラブの皆様へ
■幹事報告

幹事 安井 一男

① 「いわき平中央ＲＣ、＇福島県いわき市 RI2530 地
区（」よりの福島第一原発放射能漏洩による風評被
害回避への協力要請について
② 台北中興ＲＣよりの東日本大震災の追加義援金
479,684 円を 4 月 28 日受領。前回の１万ドルと合わ
せ、合計約 16,000 ドルとなる。
③ 新大阪ＲＣの東日本義援金の進捗状況を報告＇週
報に毎週掲載中（。目標金額未達のため、会員 1 名
30000 円以上の義援金拠出を再度お願いする。
④ 平成 23 年 7/30 土～8/１日、開催の 2660 地区「ニ
コニコキャンプ」への参加のお願い。開催場所：舞洲
スポーツランド 募集対象者：小学校 4～6 年生
⑤ 新大阪ＲＣの会員名簿手帳用の訂正名簿を作成し
たので差し替えをお願いします。

■東日本大震災義援金報告

卓話の時間
「ひったくり防止キャンペーン」シール貼付作業
社会奉仕委員会
毎年恒例の「ひったくり防止キャンペーン」＇５月１４日開
催（の準備として、自転車のかごカバーへのシール貼付作
業を、松本正社会奉仕委員長の主導の下行いました。

■松本正 社会奉仕委員長よりご報告
ゴールデンウィーク中の 5 月 4 日、福島市の福島中央ロー
タリークラブを訪問し、幹事の高橋氏、職業奉仕委員の宍
戸氏、中川会長エレクトの友人である芳賀氏と、例会場で
ある福島ビューホテルでこれからの被災地支援等につい
て、話し合いました。まずは、私たちのクラブの 25 周年記
念冊子と、お見舞金 3 万円をお渡しした後、食事をしなが
ら、福島の状況についていろいろお話をうかがいました。
原発の問題もあり、今すぐ復興に向けての動きが取りにく
い福島では、想像していた以上に厳しい状況にあるようで、
「万一、放射能による避難エリアが福島市や郡山市まで拡
大すると大変なことになる」ということ、また、放射能とはま
ったく無関係のエリアでも、風評被害で苦労されている方
が多くおられることなどのお話をうかがい、改めて今回の震
災の大きさを実感したような次第です。そんな中で、子供
たちの避難生活等、長期化する可能性があり、教育関係
を初めとする支援活動も、マッチンググラント等も含め、長
いスパンでおつき合いお願いしたいとのお話でした。
ただ、皆さん、ロータリアンらしく、朗らかかつ前向きに復興
に向けて進んでいこうという思いが感じられ、私たちも支援
に向けてより一層努力しなければと思いを新たにしました。
皆様の復興支援に向けたご協力、これからも宜しくお願い
します。

５月１１日 ３１２，０００円

３月１６日～５月１１日累計 ６１５，０００円
福島ビューホテルのロビーで、高橋氏、芳賀氏と

「地域を育み、大陸をつなぐ」
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「金比羅作戦（その２）」
歩こう会報告

金毘羅大作戦第 2 弾 2011.5.8(日曜日・晴れ) 報告
9：30 阪急今津駅に集合。前回の参加者に加え初参加の
松川さん・病癒えた松本先生の総勢 7 名の大作戦。今津
駅前で記念撮影ののち、人気のない西宮神社にて、鋳方
さんが新大阪ロータリークラブ会員の健康と会の発展を祈
念して、さりげなく祝詞をあげ、一同驚きながら参拝。いざ、
酒蔵めぐりに出発。ところが酒蔵はもっと南の街道沿いで
立ち寄れず。それにもめげず、芦屋川沿いを北上、松本
邸をうらやましく眺めながら、彼の行きつけの阪急芦屋川
商店街にあるトルコ料理の店「サクルエブ」でビールと料理
で尐し早いお昼。＇11：30～12：30（ほろ酔い気分で再度酒
蔵めぐり。旧西国浜街道を魚崎方面に。浜福鶴・菊正宗・
白鶴・など利き酒くらべ。どれもそれぞれにおいしいお酒
でした。吟醸味のソフトクリーム＇有料（をなめ、酒粕入りの
カレーまで土産に買ってしまいました。酒蔵がなくなると後
は一路三宮。阪急三宮広場で記念撮影の後、今度は生
田神社参拝＇17：00（。向かいのサウナ＆スパで汗を流して、
今日は靴擦れで元気のなかった北野さん推薦の台湾料
理店「丸玉食堂」のこってり料理で、みんなも元気を取り戻
し、19：30 三宮駅で解散。ちなみに今回の私の万歩計は
39000 歩でした。なお写真のほとんどは中川さんの作品で
す。
次回の金毘羅大作戦第 3 弾は 6/12 9：30 に阪急三宮駅
北東すぐの広場に集合。
明石までの予定です。次回の楽しみは明石焼でしょうか。
＇2011.5.12. 久富義郎（

「地域を育み、大陸をつなぐ」
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↑
次回６/12 の集合場所です！

「地域を育み、大陸をつなぐ」
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＊＊＊ エンブレムの囁き ＊＊＊
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。

本日のメニュー
震災支援メニュー
鶏肉のさっぱりサラダ
海の幸インドカレー
ナン
コーヒー

次週のプログラム

第 1234 回例会／2011 年 5 月 25 日
◆挨

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。

拶
「サワッディーカップカ」＇タイ語（

◆ロータリーソング 「手に手つないで」
◆卓

話
ライフリバー代表
畑野 研太郎 先生

予定表

月

日 曜日
予定
時間他
５ １８ 水 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
２１ 土 ～２５日（水） 国際大会
１９：００～第 2 回被選理事会（ワシントン２F）
２５ 水 第１２３４回 例会 ライフリバー 畑野 研太郎 先生
行先未定
２９ 日 第２１回 健康家族の会
６
１ 水 第１２３５回 例会 外部卓話 「我が国の入管行政」
１３：３０～定例理事会
元大阪高検検事長 中尾 巧弁護士
８ 水 第１２３６回 例会 新旧各委員会引き継ぎ
９：３０阪急三宮東口下車北側広場集合
１２ 日 歩こう会「金比羅作戦」第３回
１５ 水 第１２３７回 例会 メンバー卓話 松尾会員
１３：３０～絵画クラブレッスン
２２ 水 第１２３８回 例会 一年を振り返って 会長・幹事及び理事
行先未定
２６ 日 第２２回 健康家族の会
イラスト提供：イラスト素材桜屋・Art.Kaede・☆素材通り☆他

「地域を育み、大陸をつなぐ」
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