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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／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 1272 回例会／2012 年 3 月 28 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」

＊＊＊ 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 1271 回例会報告 （3 月 21 日）
■司会進行
SAA 北野 会員
■ロータリー・ソング

SAA 高窪 会員

■来賓紹介

SAA 高窪 会員

会

友

辻本 嘉助 様

「こころの中を見つめよう 博愛を広げるために」

ロータリーソング 「限りなき道ロータリー」
奉仕の理想 胸に秘め
友情花と 咲かせつつ
生きよう 今日も ニコニコと
ひとすじの道 ロータリー
限りなき道 ロータリー
卓

話
第 8 回クラブフォーラム
友好クラブ小委員会
谷口 光夫 委員長

「こころの中を見つめよう
ガバナー補佐 佐藤 俊一 様
－1－
博愛を広げるために」

■出席者報告
第 1271 回例会

SAA 北野 会員
2012 年 3 月 21 日

会員数 37 名
出席数 26 名

出席率 78.38％
欠席数 8 名

出席免除会員欠席数 3 名

2/29
3/10
3/10
3/10
2011～12 年度

第 1270 回例会（3/14）
メ－クアップ 5 名 修正出席率 86.49%
鋳方会員
3/15 湯浅会員
片岡会員
村木会員
村角会員
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
2012.3.21

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
飯原会員、北野会員、久富会員
本日の合計
今年度累計

米

山

3,000 円
132,000 円

ボ

ッ

ク

ス

飯原会員、北野会員
本日の合計
今年度累計

ニ コ ニ コ 箱

2,000 円
137,000 円

報

告

花原 会員
先週の木曜日、３月１５日に友好クラブである「台北市中興 ■SAA
ロータリークラブ」の創立２０周年記念式典に出席してきま
大石会員 台湾旅行お疲れ様でした。
した。我がクラブからは、会員が１１名、会員のご婦人が６
北野会員 台湾旅行お疲れ様でした。
名、合計１７名での参加でした。
中川会長 台湾訪問の皆さんお疲れ様でした。
内３名は、当日のゴルフコンペの参加するため、前日か
無事でなによりです。
ら現地に入っていただきました。
久富会員 楽しい旅行ができました。ありがとうご
台湾は日本の大阪とは違い、もうほとんど夏です。連日２
ざいました。今度、お客様を迎える時
５度くらいの気温で、日中は半袖でも十分でした。
が大変です。
式典には、親クラブは勿論、「中興」と名のつくクラブが台
村角幹事
中興ロータリークラブの記念式典に
湾には３クラブあり、それらのクラブの会員や、ガバナー等
参加された会員の皆様、ご苦労様で
の来賓も大勢出席されておられ、総勢約３００名の盛大な
した。
式典でした。ちなみに、通常の周年式典の場合は１５０名
ということで、今回は通年の２倍の出席者です。
私が座った席は、現ガバナー、パストガバナー、次期駐
幹事
村角 末義
日交流会長（いわゆる大使）など錚錚（そうそう）たるメンバ ■幹事報告
ーがおられました。
私の役目として前回の例会時に紹介させていただいた
被災地支援事業の報告をし、それを台北市中興ロータリク
ラブのＨＥＮＲＹ（葉添信）さんに同時通訳していただきま
した。なんとかお伝え出来たと思います。また、例会時に
何度も練習した台湾の歌も、練習の時以上にうまく歌えま
した。
ショータイムも盛り沢山でしたが、中でも会員の奥様方が
手話ソングを披露されたのには感心されました。約２ヶ月
練習をされたそうです。
３年後の平成２７年は、我がクラブの創立３０周年並びに、
台北市中興ロータリークラブとの友好クラブ締結２０周年に
当たります。当然費用の問題もありますので、今回のような
規模の式典を開催するのは難しいと思いますが、メニュー
１．岩手県釜石市の山田 RC より「やまだの作文」の冊子が
での充実は必要があるのではないでしょうか。
届きました。回覧します。
２．茶封筒に新会員の田中さんと池田さんの写真入り名簿
を入れております。名簿手帳に追加しておいてくださ
■東日本大震災義援金報告 ３月 ２１日 ３，０００円
い。
「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」
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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
委

員

会

報

■会員組織委員会

告
片岡 重裕 委員長

４月は鋳方会員に公開卓話をして頂きます。当初１８日の
予定でしたが、１１日に変更になりました。本日、メールボッ
クスに案内を入れましたので、ご友人、お知り合いの方に
声をかけて、ぜひお連れ頂きますようよろしくお願い致しま
す。ご家族への案内は、様子をみて後日させていただきま
す。
■絵画クラブ

飯原 啓吾 会員

本日は、絵画クラブのレッスン日です。大勢のご参加をお
待ちしております。

卓

話

「CS 経営」
安井 一男 会員

「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」
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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

「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」
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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
辻本会友よりお知らせ

ＭＥＭＯ

本日３月２８日の夜９時にテレビの MBS で
ポスターの番組が放映されます。インターネットで
以下の http://www.mbs.jp/hospice/にも出ていま
す。
これは、以前に NHK のプロフェッショナルに出演
した淀川キリスト教病院のホスピスの責任看護師の
田村恵子の働きをドラマ化したものだそうです。
どのようなものか分りませんが、よろしかったら新大
阪ロータリークラブの皆さんにも観ていただければ
と思っています。
辻本嘉助

「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」

－5－
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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
本日のメニュー
《１００万ドルミール》

次週のプログラム

ワシントンホテル伝統のビーフカレー/ライス
キャベツの甘酢サラダ
珈琲

第 1273 回例会／2012 年 4 月 4 日
◆挨

拶
「スアマチアン Selamat siang」
（インドネシア語）

◆国歌斉唱 「君が代」
◆卓

地区広報委員会よりお知らせ
２０１２年３月～５月

話
第 9 回クラブフォーラム
米山奨学小委員会
山本 恵眞 委員長

広報委員会では、ガバナー補佐の皆様にお願いして、ラジオ大阪を
通じ、ロータリー活動について、一般の皆様にアピールしております。
今回は、下記の予定で、ラジオ放送が行われます。
皆様、是非、お聴きください！
番組名： ラジオ大阪 「高岡美樹の べっぴんラジオ」
毎週 水曜日１６：４５～１７：００頃に放送します
★「あなたのそばにロータリー」
済
（１）３月０７日（水） 境 高彦さん （地区代表幹事、大阪城南ＲＣ）○
済
（２）３月１４日（水） 二井清治さん （１組、豊中南ＲＣ）○
済
（３）３月２１日（水） 矢橋弘嗣さん （２組、千里ＲＣ）○

（４）３月２８日（水） 三村雄太郎さん （３組、枚方ＲＣ）
（５）４月０４日（水） 岡田耕治さん （４組、東大阪東ＲＣ）
（６）４月１１日（水） 森 康次さん （５組、大阪梅田ＲＣ）
（７）４月１８日（水）佐藤俊一さん（６組、大阪鶴見ＲＣ）

＊＊＊ エンブレムの囁き ＊＊＊

（８）４月２５日（水）丹羽健二さん（７組、大阪西南ＲＣ）
（９）５月０２日（水）小島康秀さん （８組、大阪帝塚山ＲＣ）
（10）５月０９日（水）高島凱夫さん（ガバナーエレクト、大阪中之島ＲＣ）

予定表
月

日

曜日

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

時間他

３

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 １００万ドルミール(１回目)

４

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

８

日

歩こう会「金毘羅大作戦」第１１回 長船→岡山

詳細は決まり次第お知らせします。

１１

水

第１２７４回 例会 公開卓話

鋳方 貞了 会員 14：00 まで

１５

日

第２６回 健康家族の会 「お花見ハイク」

9：00 阪急夙川駅南改札口集合

１８

水

第１２７５回 例会 メンバー卓話

１３：３０～絵画クラブレッスン

２５

水

第１２７６回 例会 卓話未定

「あなたの人生はあなたが社長だ！」

山本会員

１００万ドルミール(２回目)
イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower/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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国際ロータリー会長

カルヤン・バネルジー

