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
■ 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
Date 2012.4.25
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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 1276 回例会／2012 年 4 月 25 日

＊＊＊ 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 1275 回例会報告 （4 月 18 日）
■司会進行
SAA 横山 会員
■ロータリー・ソング

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」

SAA 谷口（光） 会員

■来賓紹介

SAA 森田 会員

米山奨学生

李政 君

「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「奉仕の理想」
奉仕の理想につどいし友よ
御国にささげん 我らの業
望むは世界の久遠の平和
めぐる歯車いや輝きて
永久に栄えよ
我らのロータリー ロータリー

■出席者報告
第 1275 回例会
会員数 37 名
出席数 21 名

博愛を広げるために」

出席率 70.27％
欠席数 11 名

出席免除会員欠席数 5 名

第 1274 回例会（4/11）
メ－クアップ 1 名 修正出席率 83.78%
3/31 安井会員

卓
話
メンバー卓話
「天国への階段」
飯原 啓吾 会員

「こころの中を見つめよう

SAA 横山 会員
2012 年 4 月 18 日
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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
■会長の時間

会長

中川 建司
2012.4.18

4 月１６日の毎日新聞に、東京の首都高速道路改修工事
について書かれていました。
東京オリンピックのために建設され約５０年近く経過して
います。これまで応急手当でしのいできましたが、とうとう全
面的な更新が必要になったようです。
補修を要する損傷が約９．７万件にのぼります。１キロあ
たり３００件、とても補修が追いつきません。
首都高は用地買収の面倒を避け、既存の走路や水路の
上空を最大限に利用したため、全体の９５％が高架橋やト
ンネルでできています。従って、更新となれば大工事で
す。
首都高速道路公団と国土交通省がそれぞれ有識者によ
る検討会を設置し、議論してきました。夏頃には報告書が
出されるということですが、国交省の検討会には、東京の
城西、成南、杉並の３ロータリークラブから提言書が提出さ
れています。
その内容は、思い切ったアイデアを盛り込んだ労作であ
り、①都心部の環状線は廃止し、地下に新都心線（片側３
車線）を建設する、②河川や目抜き通りのうっとうしい高架
構造物は撤去する、③民間での資金調達をするというもの
です。
大阪の阪神高速道路についても、中之島の地下を通す
という更新案を何かで見たことがあります。
自分自身が住んでいた堺では、旧堺市街を囲んでいた
外堀を埋め立て、阪神高速が建設されました。とても綺麗
と言える堀ではなかったのですが、今残っていて堀の浄化
作業などが進んでいたらどのようになっているだろうと思っ
たりすることがあります。
都市景観への配慮などを考えると、単純に同じようなもの
を造るという発想を転換していかなければなりません。
韓国のソウルでは川を埋め立てて造った高速草履を撤
去し清流を復元しています。アメリカのシアトル、ドイツのデ
ュッセルドルフ、フランスのパリでは、都心部の高速道路更
新を都市再開発につなげたお手本があります。
大阪でも、橋本市長が御堂筋を公園化しようという提案
をしていますが、阪神高速についても斬新な提案をしてい
ただきたいものです。

「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」
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■東日本大震災義援金報告

４月１８日 １，０００円

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
147,000 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
152,000 円

報

■SAA

告
松本（圭） 会員

花原会員

桜満開の下楽しいサクラハイク有難う
ございました。松尾リーダーの特製カ
レーとびきりおいしかったです!!
松本（圭）会員 米山奨学生のリセイ君を迎えて！
仲良くしましょう。
横山会員 前回欠席のお詫び。
■幹事報告

幹事

村角 末義

１．４月２８日の淀輪会ご出席の皆様、もし出席できな
くなった場合は、４月２０日までにご連絡をお願いします。
それ以降はキャンセル料がかかります。
２．大阪イブニング RC より例会変更のお知らせが来ました。
詳細は事務局までお尋ねください。
３．第２２回日本ロータリー親睦ゴルフの案内が届きました。
６月２５日（月）北海道の小樽カントリークラブにおきまし
て開催されます。案内を回覧しますので、参加ご希望の
方は、事務局までお申し出下さい。
４．JOCS（辻本先生所属）の会報誌「みんなで生きる」が届
きましたので、回覧します。
５．ラジオ大阪「高岡美樹のべっぴんラジオ」で毎週水曜
日に、当地区のガバナー補佐の方々がロータリーの PR
をしておられます。本日は IM６組の佐藤俊一ガバナー
補佐が出演されますので、ぜひお聴きください。１６時４
５分から１７時頃の放送です。週報の最終ページにも掲
載しております。
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国際ロータリー会長
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新大阪ロータリークラブ
卓

話
名前：李 政
出身：中国遼寧省遼陽市
生年月日：1983.10.20
現住所：大阪市淀川区塚本
国内大学：渤海大学（遼寧省錦州市）2002.9-2006.7
学部：情報技術学部情報技術学科
来日時間：2007.4.10
学歴（日本）：
2007.4-2008.3 大阪国際大学留学生別科
2008.4-2010.3 大阪国際大学経営情報学学部経営情報
学学科（三年編入学）
2010.4-2011.3 大阪国際大学経営情報学学部経営情報
学学科研究生
2011.4-2013.3 大阪国際大学経営情報学研究科経営情
報学専攻
研究について：
研究室 経営情報学研究室 指導教授 石井 康夫教授
テーマ 「Ｍ＆Ａ活動の成功と失敗の考察ならびに今後の
戦略策定の方向性」

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

内容：
実証的かつ体系的にＭ＆Ａ活動を研究しております。
統計学の仮説検定を通じて、Ｍ＆Ａ活動の成功と失敗に
影響する要因を探しでします、顕在化してない影響要因を
分析し、さらに、実際のＭ＆Ａ活動の事例を通じて、多変
量解析（主成分分析・判別分析）を行いながらながら総合
的に深く分析します。
また、Ｍ＆Ａ活動はグローバル戦略の重要な手段として、
日本企業におけるＭ＆Ａ活動が失敗したケースが多かっ
たため、今後の戦略策定の方向性を研究したいと考えて
います。
学校外の活動：
１．アルバイト：なか卯梅田太融寺店 接客・製造スタッフ
私、今年度、次年度の米山奨学の委員長を仰せつかま
（2007.6-現在）
つりました山本です。昨年の地区の例会は他用で出席で
神戸にんにくや福島店：キッチンスタッフ
きず失礼しました。お詫びします。
（2010.11-2012.2）
今日は新年度の奨学生 李政君が来会しましたのでご
中国飯店宝来阪急三番街店：キッチンスタ
紹介します。李君は中国遼寧省遼陽市の出身で、今枚方
ッフ（2007.5-2010.10）
にある国際大学の大学院に在学して居ります。聞きますと、
丸まん寿司（帝国ホテルＯＡＰ店）
両親の仕送りなく、生活費はアルバイトで学費は奨学資金
（2007.8-2009.11）
等で賄っているようであります。日本に来て五年、がんばっ ２．学会：日本経営システム学会
て居るとの事です。彼の了承を得ましたので右に彼の詳し ２００７年７月から、日本経営システム学会に所属し、秋に
い紹介と何を研究して居るのか、彼が地区ロータリーに提 開催される学会で発表する準備を行っています。
出した研究要旨を紹介します。
３．インターンシップ経験：2011 年 8 月、ＮＩ帝人商事株式
彼は、これからほかの奨学生との交流やレクリエーショ 会社のインターンシップに参加しました。
ンとか、スピーチ大会とか、お別れ会、また新大阪ロータリ
ークラブの例会、懇親会等に出席して、楽しく奨学生の生
活を過ごして送れることを願って居ります。
「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
本日のメニュー
１００万ドルミール
お刺身盛り合せ
本鰆の柚庵焼き
筍土佐煮、飯蛸旨煮
豚角煮
筍ご飯
香の物
味噌汁
オレンジゼリー

次週のプログラム

第 1277 回例会／2012 年 5 月 2 日
◆挨

拶

「サワッ（ト）ディークラッ（プ）

」
（タイ語）

地区広報委員会よりお知らせ

◆国歌斉唱 「君が代」

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

◆卓 話
第１０回クラブフォーラム
新世代奉仕委員会
大石 博雄 新世代奉仕委員長

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）○
済
（４）３月２８日（水） 三村雄太郎さん （３組、枚方ＲＣ）○
済
（５）４月０４日（水） 岡田耕治さん （４組、東大阪東ＲＣ）○
済
（６）４月１１日（水） 森 康次さん （５組、大阪梅田ＲＣ）○

＊＊＊ エンブレムの囁き ＊＊＊

済
（７）４月１８日（水）佐藤俊一さん（６組、大阪鶴見ＲＣ）○

（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

５

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

２５

水

第１２７６回 例会 メンバー卓話 「天国への階段」 飯原会員

１００万ドルミール(２回目)

２８

土

地区協議会 於大阪国際会議場 １３時～１７時

次年度会長・幹事・委員長出席

３０

月

振替休日 淀輪会 於鳴尾ゴルフ倶楽部 ７：５０集合

８：３０スタート（ホスト：大阪淀川 RC）

２

水

第１２７７回 例会 第１０回クラブフォーラム 新世代奉仕委員会

１３：３０～定例理事会

９

水

第１２７８回 例会 メンバー卓話「県犬養橘宿禰三千代」 村木会員

１６

水

第１２７９回 例会 メンバー卓話「私の副業」 村木会員

２３

水

第１２８０回 例会 卓話 ライフリバー代表 畑野 研太郎先生

１３：３０～絵画クラブレッスン

イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower/ ・Miho´s house 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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