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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／中川 建司 幹事／村角 末義 会報委員長／稲田 正伸 会報副委員長／生尾 雅美
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

＜本日のプログラム＞
第 1269 回例会／2012 年 3 月 7 日
本日の挨拶
「チャオ・アム(相手男性) Chào anh
チャオ・チ(相手女性) Chào chi」
（ベトナム語）
標
語
「Reach Within to Embrace Humanity」
「こころの中を見つめよう 博愛を広げるために」

国歌斉唱 「君が代」
君が代は
千代に 八千代に
さざれ石の いはほとなりて
苔のむすまで

博愛を広げるために」

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 1268 回例会報告 （2 月 22 日）
■司会進行
SAA 片岡 会員
■ロータリー・ソング

SAA 吉田 会員

■来賓紹介
本日の卓話ゲスト
本日の卓話ゲスト
本日の卓話ゲスト
京都城陽 RC
北野会員夫人
村角会員夫人

SAA 吉田 会員
松田 雅治 様
武田 信治 様
沓掛 有男 様
永渕 弘幸 様
北野 まゆ美 様
村角 克恵 様

■出席者報告
第 1268 回例会

SAA 片岡 会員
2012 年 2 月 22 日

会員数 37 名
出席数 27 名

卓
話
「ガバナー補佐講話」
RI 第 2660 地区 IM 第 6 組
ガバナー補佐 佐藤 俊一 様

「こころの中を見つめよう

＊＊＊ ロータリーの綱領 ＊＊＊
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出席率 78.38％
欠席数 7 名

出席免除会員欠席数 3 名

第 1267 回例会（2/15）
メ－クアップ 3 名 修正出席率 83.78%
2/11 横山会員
2/19 松本（正）会員
2/29 鋳方会員
2011～12 年度

国際ロータリー会長

カルヤン・バネルジー

新大阪ロータリークラブ
■会長の時間

会長

中川 建司
2012.2.22

「Ｅクラブ」
２０１１年６月３０日に「日本ロータリーE クラブ 2650 」が設
立されました。
所属地区は国際ロータリー第 2650 地区（福井、滋賀、京
都、奈良）です。対象地域は、ロータリー・クラブが存在す
る全世界の国・地域（使用言語：日本語）
とされています。
スポンサークラブ：R.I 第 2650 地区 大和高田、敦賀、大
津東、福井北 各ロータリー・クラブ
例会日程：毎週月曜日（12:00）～次週月曜日（12:00）
例会会場：Web ページ上
http://rotaryeclub2650japan.org/
事務所：〒639-0226 奈良県香芝市五位堂 4-249 （株）
スギタ （入会金：３万円、年会費：６万円）

地域別情報集会を定期的に開催し、face to face, hand to
hand, heart to heart によるロータリーの研修の場と親睦を
深められる会合を行っているようです。
・メークアップについて
ＨＰ上にメークアップ投稿画面があり、そこに複数の設問
が設けられてあります。この設問の内一つまたは複数の設
問に回答するとメークアップが認められます。ただし、３００
字以上１０００字以内で回答する必要があります。
また、メークアップの証明料として５００円をクレジットカー
ドで支払わなければなりません。
手続きが終了しますと、メークアップ証明書（ＰＤＦ）を添
付したメールが届き、これをプリントアウトして所属クラブに
提出することになります。
３月のバースデーロータリアン

ロータリーE クラブとは、オンラインで例会を開くロータリ
ー・クラブです。6 年間の試験期間を経て、2010 年 6 月 30
日より、ロータリーE クラブは正式に国際ロータリーの加盟
クラブとなりました。（ＲＩで現在１４クラブ）
ロータリーE クラブは、例会をオンラインで開くことを除け
ば、基本的にほかのロータリー・クラブと変わらず、従来の
クラブと同じ指針と手続きに従いながら、奉仕プロジェクト
３月 ５日
山本会員
を実施したり、ロータリー財団を支援したり、会員間の親睦
３月１３日
中川会員
を楽しんだりされています。
身体的事情、地理的事情、仕事のスケジュールなどの
理由で、決まった時間の週例会に行くことができないという ■東日本大震災義援金報告 ２月 ２２日 ２，０００円
方にとって、E クラブは、ロータリー・クラブ入会の可能性が
あります。
各ロータリーE クラブは一つの地区に割り当てられます
が、会員は、ロータリーが存在する国や地域ならどこに住
ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
んでいても構いません。
・ロータリーE クラブの運営方法について
例会は毎週 1 回、24 時間、ホームぺージ上で開催します。
クラブの全ての会務はホームページ上で行い、各自が 1
週間以内にホームページに掲載されているロータリーの理
念や奉仕活動実践などを閲覧し、それに対する意見を書
き込んだり、自分自身の体験談や参加した奉仕体験など
を書き込むことにより例会とします。また時には、双方向の
討論会などの形式を伴うこともあります。
基本的にはホームページ上でのお互いのコミュニケー
ションとなりますが、時には、会員一同が親睦のために実
際に顔を会わしての会合を持つこともあります。
奉仕活動の実践は会員が個人的に行うか、あるいは近
隣のロータリークラブの活動に参加するか、あるいは地区
単位で行う奉仕活動などに参加することによって行う事に
なります。
そして、日本の特質かもしれませんが本 E クラブでは、
「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」

－2－

飯原会員、遠藤会員、山本会員

本日の合計
今年度累計

米

山

3,000 円
123,000 円

ボ

ッ

ク

ス

飯原会員、遠藤会員、山本会員
本日の合計
今年度累計

2011～12 年度

国際ロータリー会長

3,000 円
127,000 円

カルヤン・バネルジー

新大阪ロータリークラブ
ニ コ ニ コ 箱
■SAA
稲田会員
遠藤会員
大石会員
花原会員

吉田会員

報

卓

告

話

池田 会員
妻の誕生日に新鮮なお野菜をありが
とう。
恙なく一ヶ月が過ぎました。
早退のお詫び。
焼がに二人共初体験で感激しました。
久富さん、村角さん大変お世話にな
りました。
明日夜１０時よりサン TV のビッグフィ
ッシング釣り番組にゲスト出演します。
ヒラメ釣りです。

■幹事報告

「座禅の作法」
「土壌汚染について」

松田 雅治 様
日本国土開発株式会社
松田 雅治 様
武田 信治 様
沓掛 有男 様

幹事 村角 末義

１．IM 第６組インターシティミーティングの日程が迫って参
りました。３月１０日(土)です。本日の週報５ページに詳
細や参加予定会員名を掲載しましたので、ご確認くださ
い。変更等ありましたら事務局までお知らせください。
２．３月の予定表をメールボックスへ配布いたしました。昨
日メールでも送信しております。ご活用ください。
３．今年度上期のニコニコ箱寄付状況をメールボックスへ
入れております。マーカーで印がついたところが、それ
ぞれ皆様の金額となっています。年間３万６千円以上を
目安に何卒ご協力よろしくお願いします。
４．次年度のロータリー手帳の注文をされる方は、申込書
にご記入ください。回覧します。
５．辻本会友所属の JOCS より会報が届きましたので、回覧
します。
６．次週２９日は例会休会です。次回３月７日はガバナー
補佐訪問(２回目)ですので、全員出席をお願い致しま
す。

松田 雅治 様

武田 信治 様

沓掛 有男 様

■花原会員夫人 花原久子様より
皆様から私の誕生日にお箱いっぱいのお野菜を頂戴し有
難うございました。どの御品も新鮮で美味しく大喜びいたし
ております。急ぎ厚くお礼申し上げます。 2012.02.28
「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」
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国際ロータリー会長

カルヤン・バネルジー

新大阪ロータリークラブ

「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」
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国際ロータリー会長

カルヤン・バネルジー

新大阪ロータリークラブ
た建物はさすがと、ここで記念撮影。今日はすぐそばの
「長船駅」で終了。赤穂線で岡山駅経由、新幹線で新神
戸まで帰り、前回と同じ三宮の居酒屋「樽八」で夕食打ち
上げののち 21：00 前には散会。だんだん交通費がかさみ、
食事代が削られる旅になりそうです。

「金毘羅大作戦（その１０）」
歩こう会報告

なお３月の金比羅大作戦は台湾旅行の為中止します。
今後の計画は次の通りです。予定をお合わせください。
詳細は続報をお待ちください。
金比羅大作戦⑪ 4 月 8 日（日）長船→岡山
金比羅大作戦⑫ 5 月 19 日（土）岡山→玉野（瀬戸内マ
リンホテル泊）
２0 日（日）玉野→児島→（船）丸亀
金比羅大作戦⑬ 6 月 9 日（土）丸亀→琴平（泊）
10 日（日）金比羅神宮参拝
（久富義郎）

金毘羅大作戦第 10 弾（2011.2.19.晴れ）
（伊里→長船）備前焼・刀剣の里編
「前回と同じ新快速播州赤穂行き大阪駅 8：00 発に乗っ
てください」の案内で、終点播州赤穂に集合したのは松本
圭・松本正・村木・宮崎・北野・久富の 6 名。ここから、赤穂
線備中高梁行きに乗りついで伊里に到着したのは、10：30
すぎ。いつものとおり駅前での記念撮影は、委託駅員のお
じさんにお願いした（この駅は無人駅とのことでしたが）。ほ
どなく出発し、瀬戸内海の入り江を左手に見ながら、歩く。
右手に「藤原啓記念館」（昭和四十五年に、備前焼の国指
定重要無形文化財保持者に認定された藤原啓は、四十
歳にして陶芸の道に入った人だそうです。）を見ながら、鉄
鋼関連の小工場を見ながら、「片上」市内を通過し、「伊部
焼」の里を散策。（備前焼（びぜんやき）とは、岡山県備
前市周辺を産地とする陶器、炻器。備前市伊部地区で盛
んであることから「伊部焼（いんべやき）」との別名も持つ。
同地区で数多く見られる煉瓦造りの四角い煙突は備前焼
の窯のものである。特徴は器胎が薄く、塗り上げをして茶
紫色の照りを出し 肌に光沢を持たせ、細工が精巧。）観
光客にまじって、焼き物を見物しながら、伊部駅に到着。
近くの「大阪屋」というお店で昼食。13：00 より約 1 時間鋭
気を養う。おでん・広島風お好み焼き（またまた、カキオ
コ）・ホルモン焼きうどん・親子どんぶり・ビールなど思い思
いの昼食。結構はやっている店でした。14：00 には出発。
備前おさふね「刀剣の里」の「備前長船刀剣博物館」を見
学。立派な刀剣を見て、この匠の技は今の社会ではどこに
生かされているのかと考えると包丁・ナイフなどしか私には
思いつかない。芸術の世界なのでしょうか。館内は暖かく
て、ソファーに横になると睡魔に襲われての、しばしの睡
眠は気持ちのいいものでした。もう少し歩き、松本正会員
設計の「長船ちとせ保育園」を見学。刀剣の町をイメージし
「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」
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新大阪ロータリークラブ

次週のプログラム

本日のメニュー
蛍烏賊のアヒィージョー
シャンピニヨンと鶏肉のクリームスープ
京水菜をまとった鯛のフリカッセ 桜海老のショ
ートパスタ添え
パンとバター
珈琲

第 1270 回例会／2012 年 3 月 14 日
◆挨

拶
「チャオ・アム(相手男性) Chào anh
チャオ・チ(相手女性) Chào chi」
（ベトナム語）

◆ロータリーソング 「限りなき道ロータリー」
◆卓

話
「你是我的兄弟」の練習

「RI 第２６６０地区第６組 ２０１１年度インタ
ーシティミーティング」が３月１０日(土)ホテ
ルグランビア大阪にて開催されます。
ご出席予定の方は再度スケジュール確認
をお願い致します。

＊＊＊ 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。

予定表

月

日
３

４

曜日

予定

時間他

７

水

第１２６９回 例会 ガバナー補佐訪問 ガバナー補佐講話

12：00～被選理事会１3：30～定例理事会

１０

土

ＲＩ第２６６０地区第６組インターシティミーティング 12：00 受付開始

13：00～17：00 於Ｈグランビア大阪

１４

水

第１２７０回 例会 「你是我的兄弟」の練習(予定)

１５

木

～１８(日)台北市中興 RC 創立２０周年記念式典参加ツアー

於グランドハイアット台北

２１

水

第１２７１回 例会 卓話 「CS 経営」 安井会員

１３：３０～絵画クラブレッスン

２８

水

第１２７２回 例会 卓話 第 8 回クラブフォーラム友好クラブ小委員会

４

水

第１２７３回 例会 卓話 第９回クラブフォーラム米山奨学小委員会

１３：３０～定例理事会

イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower/・☆素材通り☆ 他

「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」
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