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■ 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 2011.6.15

Ｎｏ．1237
＊＊＊ 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 1236 回例会報告 （6 月 8 日）

＜本日のプログラム＞
第 1237 回例会／2011 年 6 月 15 日
本日の挨拶
「ありがとう」（日本語）
標

語

「Ｂuilding Communities Bridging Continents」

■司会進行

SAA 松尾会員

■ロータリー・ソング

SAA 村角会員

■来賓紹介

SAA 村角会員

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 「それでこそロータリー｣
どこであっても 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
それでこそ ローローロータリー

■出席者報告
第 1236 回例会

卓
話
メンバー卓話
「義歯メガネ補聴器はずし風呂に入る」
松尾 寛 会員

「地域を育み、大陸をつなぐ」
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SAA 松尾会員
2011 年 6 月 8 日

会員数 37 名
出席率 72.97％
出席数 26 名
欠席数 10 名
出席免除会員数 1 名
第 1235 回例会（6/1）
メ－クアップ 1 名 修正出席率 83.78%
6/07 松川会員

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

村木

茂

■東日本大震災義援金報告

６月８日 １３１，０００円

３月１６日～６月８日累計 ９４７，３７０円

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
飯原会員、村木会員、山本会員
本日の合計
今年度累計

実は、東日本大震災の直後、私は、松本正社会奉仕委
員長に対し、「予算３００万円の範囲内でクラブで何ができ
るか、何をすべきか」検討するようにお願いしました。３００
万円に根拠はなかったのですが、まずは金額を決めない
と前に進めないし、又、今回の大震災を見ると、最低それ
位は出すべきと思い決めました。皆さんから御寄付をいた
だくとしても、多分、１５０～２００万円は足らないのではない
か、でもその不足分はクラブの周年記念から使わせてもら
おうと考えておりました。お金の点については、思いもよら
ず、台北中興ロータリーから多額の援助をいただき、結果
的に金銭的にはクラブにご迷惑をお掛けすることはなくな
りました。
その後、中川次年度会長より福島中央ロータリークラブと
のマッチンググラントをしてはどうか、との申し出がありまし
た。たまたま、中川さんが福島中央ロータリーの方を知って
おられたようです。私としてはこの事業は間違いなく次年
度の活動となりますので、もう中川次年度会長におまかせ
するのがいいと思い、ただ、すでに松本社会奉仕委員長
に支援内容の検討をお願いしていましたので、松本委員
長の了解をとって下さいとお願いしました。その後、松本
委員長も了解したという報告を中川次年度会長からもいた
だきましたので、福島中央ロータリークラブとのマッチング
グラントをすすめることになった訳であります。ただ、現実
には、今年度の理事会は既に事実上終了しており、又次
年度の被選理事会もまだ十分に機能しているとは言えず、
中川次年度会長１人が頑張っておられるのが現状です。
私などは、何もしない、できないのに中川次年度会長に文
句ばっかり言って、足をひっぱっている感じで申し訳なく
思っております。中川次年度会長は今日、皆様からの意
見をいろいろ聞かせていただき、それを参考にして被選理
事会あるいは７月の理事会等で結論を出そうと考えておら
れます。孤軍奮闘しておられる中川次年度会長に対し、是
非、皆さんの御協力宜しくお願いします。

「地域を育み、大陸をつなぐ」
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米

3,000 円
204,000 円

山

ボ

ッ
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飯原会員、村木会員、山本会員
本日の合計
今年度累計

3,000 円
206,000 円

ニ コ ニ コ 箱

報

■SAA
久富会員

■幹事報告

告
中川 会員

松本正さん、北野さん、村木さん。あ
りがとう。お世話になりました。

幹事 安井 一男

1. 6/1 開催の理事会の議事録の内容説明
2. 6/3、東淀川区、豊里小学校にて開催の、出前事業
の実施内容についての報告
講師：松本正、 出席者：村木会長、安井幹事、北
野職業奉仕委員長、吉田会員、久富会員
聴講者：6 年生の約 120 名 「松本会員設計の建物
と、世界の有名な建築物についてパワーポイントを
使用しての講義」
生徒たちは熱心に聴講し、校長や教諭より大変感
謝されました。詳しくは、後日、卓話の時間に報告し
ます。
3. 例会後、臨時理事会を開催
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
卓話の時間
「東日本大震災被災地支援活動内容意見交換会」
中川 会長エレクト

福島中央ＲＣとのマッチング・グラントの内容について、
会員による話し合いの場を持ちました。
現在までの経緯を説明し、事前に提出された意見の紹
介をした上で、現在福島中央ＲＣから提出されている事業
内容を説明しました。
福島中央ＲＣの提案については賛否両論の意見が提出
されたものの、当クラブが取り組むべき事業として新たな提
案がなかったため、今後の事業の決定については理事会
に一任していただくということで会場の承認を得ました。
■職業奉仕委員会

出前授業報告
2011.6.3
北野 克美 委員長

（結果）： まず子供達に対して、自分自身の小学生時代を
振り返りながら「あなた方には、いろいろな選択肢がある。」
と問いかけた。
① 自分自身は、小学生時代、物を作ったり、絵を
描いたりするのが大好きである文化会的な反面、
運動会などでは、駆けっこ等ではよく転ぶなどした
反体育会的な児童で在ったと。得意分野、不得意
分野の両方を挙げながら話の興味を引こうとした。
② 先ず、自分で設計した建築物の中で、変わっ
た建築物。例えば,階段だらけの家、或いは部屋
の壁が半球面的な家、三角形の家など、大人（教
師）でも興味を引く話に児童達を序序に引き込ん
でいった。
③ 次に世界には、素晴らしい建築物が古今東西
に渡って在る。そして、例えば東京スカイツリーな
ど、皆にも関わる機会があると言う事を、昔はピラミ
ッド、サンピエトロ寺院、マチュピチュ、エッフェル
塔などのスライドを見せながら説明した。
④ 最後に自分は東日本大震災において、单三
陸町の番屋設営などを通じて復興支援にも参加し
ている。
⑤ 授業が終わった後、興味を示した児童に取り
囲まれ様々な質問に答える講師を見、授業参観
者として少し満足感を得た。また、教師も、なかな
か斬新な家に住んでみたいなという想いを持った
のではないか。
⑥ 後刻検証話の中で、本年２回目の出前授業で
在ったが、会員夫々の身上を知る意味でも、また
子供達に夢や、希望を与えるこの様な機会は継
続していくべきであると感じた。即ち、戦後教育で
よく問題視される、日教組と教育委員会との対立、
平等の取り違えによる間違った教育。例えば、い
ろいろな個性があっていいはず。勉強が出来る人、
スポーツが出来る人，喧嘩の強い人。それを、机
上の空論論者によってもたらされたゆとり教育のも
うし子の若い先生が、また教育を担っているという
現実にがくぜんとした。

テーマ） 大阪市立 豊里小学校 出前授業
（目的）
自分の職業を通じての出前授業を行う事に
より、子供達と夢（将来の職業）の共有化し、自分自身の職
業の認識に役立てる。
（日時）
平成２３年６月３日（金）
午後２時４５分－３時半
（場所）
大阪市立豊里小学校
（方針）
豊里小学校６年生児童，約１２０名と教師に
対して松本正会員から自分の設計した建築物や、歴史上
の建築物を、スライドを使いながら紹介、説明した。

「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
鮪の角切り ピリ辛漬け
鱸の蓼おろし
鰯の紫蘇巻き揚げ
牛肉と蒟蒻の辛煮
ポーション寿司
味噌汁
水羊羹

次週のプログラム

第 1238 回例会／2011 年 6 月 22 日
◆挨

社会奉仕委員会より

拶
「ありがとう」（日本語）

◆ロータリーソング 「それでこそロータリー」

引き続き震災義援金のご寄付を

◆卓

よろしくお願いします。

話
・臨時総会
・一年を振り返って
会長・幹事及び理事

予定表

月

日 曜日
６ １５ 水 第１２３７回 例会

７

２２

水

２６
２９
６
１３
１７

日
水
水
水
日

予定
メンバー卓話 松尾会員

時間他
１３：３０～絵画クラブレッスン

第１２３８回 例会 一年を振り返って 会長・幹事及び理事
例会終了後１３：３０～被選理事会・１４：３０～臨時理事会
２０１０～１１年度 会長・幹事慰労会
第２１回 健康家族の会 「弥十郎ヶ岳 新緑ハイキング」
例会 休会
第１２３９回 例会 新年度挨拶 中川会長・村角幹事
第１２４０回 例会 クラブアッセンブリー地区協議会報告・新年度活動方針
歩こう会「金比羅作戦」第４回

例会にて臨時総会開催
ワシントン２Ｆ談話室にて
１９：００ワシントンホテル２Ｆ宴会場
8：30 阪急川西能勢口駅前集合
ＭＵ受付 松本（圭）会員担当

１３：３０～定例理事会
１３：３０～絵画クラブレッスン

イラスト提供：■Art.Kaede / www.art-kaede.jp・イラスト素材桜屋他

「地域を育み、大陸をつなぐ」

－4－

2010～11 年度

国際ロータリー会長

レイ・クリンギンスミス

