週

報

新大阪ロータリークラブ

創立 昭和 60 年 5 月 8 日

http://www.shin-osakarc.jp
■ 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
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■ 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 1273 回例会／2012 年 4 月 4 日
本日の挨拶
「スアマチアン Selamat siang」
（インドネシア語）
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」

＊＊＊ 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 1272 回例会報告 （3 月 28 日）
■司会進行
SAA 北野 会員
■ロータリー・ソング

SAA 稲田 会員

■来賓紹介

SAA 高窪 会員

大阪東 RC
米山奨学生
楊君の婚約者

能勢 孝一 様
楊 仲軒 君
ウ・ファンニ さん

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
卓

話
メンバー卓話
「生活の中の仏教用語」
山本 恵眞 会員

「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 1272 回例会

SAA 北野 会員
2012 年 3 月 28 日

会員数 37 名
出席数 23 名

出席率 72.97％
欠席数 10 名

出席免除会員欠席数 4 名

第 1271 回例会（3/21）
メ－クアップ 1 名 修正出席率 81.08%
3/10 松本(正)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

副会長

横山 洋一郎
2012.3.28

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

米

山

2,000 円
134,000 円

ボ

ッ

ク

ス

飯原会員、山本会員
本日の合計
今年度累計

ニ コ ニ コ 箱

2,000 円
139,000 円

報

告

■SAA
遠藤会員
山本会員
中川会長
吉田会員

山本 会員
妻の誕生日に美味しい野菜をありが
とう。
前回欠席のお詫び。
台湾訪問の皆さんお疲れ様でした。
無事でなによりです。
恙なく一ヶ月が過ぎました。

■幹事報告

幹事

村角 末義

１．４月３０日(月・振替休日)に行われます淀輪会の申込み
締切があさってですので、最終確認をさせて頂きます。
申込書を回覧しますので、変更等ありましたら、お申し
出ください。また、申込みがまだの方で参加可能な方
本日中川会長お休みの為、横山副会長より３月で米山
がおられましたら、ぜひ参加をお願いします。
奨学生の期間が終了される楊仲軒君へ、大学院博士課程
合格のお祝と、米山奨学会よりの記念品等を贈呈しました。 ２．皆様のメールボックスに４月の予定表を入れており
ます。オフィスに貼るなどしてぜひご活用下さい。尚本
楊君のカウンセラーを務めて頂きました谷口会員、１年間
日メールでも送信しました。
大変ご苦労様でした。
４月より、中国の李政さん(男性)を当クラブでお世話する
ことになっています。カウンセラーは山本恵眞会員です。１
年間よろしくお願い致します。
(会報委員会)

４月のバースデーロータリアン

４月 ７日
４月１６日
４月２０日
■東日本大震災義援金報告

北野会員
村木会員
辻本会友

３月 ２８日 ３，０００円

「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」
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卓

話

「台北市中興ＲＣ創立 20 周年記念式典」に参加して
友好クラブ委員長 谷口光夫

我々の友好ＲＣである台北市中興ＲＣの創立 20 周年記
念式典が、3 月 15 日（木）に開催されました。今年度のデ
ビッド会長からの招待で、我々のクラブから中川会長を始
めに 17 名のメンバー・家族が参加してまいりました。
当日、この式典には、中興ＲＣのメンバー・家族、親クラ
ブのロータリアン、兄弟クラブのロータリアン、地区ガバナ
ー、パストガバナー、ガバナー補佐、及び我々新大阪ＲＣ
のメンバー・家族等々併せて３００人の出席者でした。台湾
の景気の良さ、台湾人の派手さが反映しているようで、式
典も宴会もたいそう賑やかです。
数々のセレモニーや舞踊、管弦楽団演奏の後、我々新
大阪ＲＣも事前に練習をしておりました「你是我的兄弟」の
歌も大変上手く歌うことができ、大いに会場を沸かせまし
た。
翌日からは、台北市内観光、故宮博物館見学、日月潭
観光と楽しい２日間を過ごし、大いに飲み、大いに食べ、
十分台湾を堪能してきました。
中興ＲＣも皆さんの心遣いはたいそうなもので、ウエルカ
ムケーキやフルーツ、空港でのお迎え、出発時のお見送り、
お土産まで用意していただき本当に有難いものでした。
最後に事故なく無事に帰阪できたことは、参加された皆
様のお蔭と感謝しております。
有難うございました。

「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」
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次週のプログラム

本日のメニュー
オニオンスープ
子羊肉のロースト スパイス風味
お祭りのサラダ…桜風味
パンとバター
珈琲

第 1274 回例会／2012 年 4 月 11 日
◆挨

拶
「スアマチアン Selamat siang」
（インドネシア語）

◆ロータリーソング 「奉仕の理想」
地区広報委員会よりお知らせ
２０１２年３月～５月
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！

◆卓 話
公開卓話
「あなたの人生はあなたが社長だ！」
鋳方 貞了 会員
（１４時まで）

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）○
済
（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）

古代を学ぶ会より
「大和 式内社巡り 番外編」はしばらくの間、
お休みさせていただきます。新年度７月より、
再び連載開始の予定です。
村木 茂

（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
４

曜日
４
８

水
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

第１２７３回 例会 卓話 「生活の中の仏教用語」 山本会員
歩こう会「金毘羅大作戦」第 11 回 長船→岡山

１３：３０～定例理事会

新大阪７：５８発のぞみ９７号乗車→新神戸８：１２→岡山８：４３降車→乗り換 集合：乗り換えの赤穂線岡山のホ
え JR 赤穂線岡山８：５８発→長船９：２６着

ームで
鋳方 貞了 会員 14：00 まで

１１

水

第１２７４回 例会 公開卓話

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 第９回クラブフォーラム米山奨学小委員会

１３：３０～絵画クラブレッスン

２５

水

第１２７６回 例会 メンバー卓話 飯原会員

１００万ドルミール(２回目)

「あなたの人生はあなたが社長だ！」

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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