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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 2012.5.23

Ｎｏ．1280
＊＊＊ 四つのテスト ＊＊＊

＊＊＊ 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。

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

第 1279 回例会報告 （5 月 16 日）
＜本日のプログラム＞
第 1280 回例会／2012 年 5 月 23 日

■司会進行

本日の挨拶

SAA 生尾会員

■ロータリー・ソング

「サワッ（ト）ディークラッ（プ）

」

SAA

■来賓紹介

村木会員

SAA 村木会員

（タイ語）
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」

ロータリーソング「手に手つないで」
手に手つないで つくる友の輪
輪に輪つないで つくる友垣
手に手 輪に輪
ひろがれ まわれ 一つ心に
おゝ ロータリアン
おゝ ロータリアン
卓
話

博愛を広げるために」

東淀川警察署長
警視 門岡 眞司 様
盛矢 澄香 様
森原 弘昌 様
土井 靖士 様

広島東 RC
広島東南 RC
大阪うつぼ RC
■出席者報告
第 1279 回例会

SAA 生尾 会員
2012 年 5 月 16 日

会員数 36 名
出席数 22 名

出席率 77.78％
欠席数 8 名

出席免除会員欠席数 6 名

第 1278 回例会（5/9）
メ－クアップ 1 名 修正出席率 86.11%
4/30 安井会員

ライフリバー代表
畑野 研太郎 先生

「こころの中を見つめよう

本日の卓話ゲスト
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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
2012.5.16

ーテインメント情報なども重視してロンドンで「ビッグイシュ
ー」の第 1 号を発行。見事大成功を収め、イギリス各地はも
とより全世界各地で続々と各言語に翻訳・独自編集し、発
行されている。
日本では２００３年９月より大阪市にて、佐野章二が中心
となって日本語版を発行するようになった。体裁は A4 判カ
ラーページで３２ページ前後。当初は月刊でしたが、２００
７年１０月現在では月２刊となっている（毎月 1 日・15 日）。
発行部数は、約 3 万 5 千部。発売都市は、順次拡大して
います。

■東日本大震災義援金報告

５月１６日 ２，０００円

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
飯原会員、北野会員、谷口（光）会員、山本会員
先日開催された２０１２年 RI 国際大会の第 2 回本会議で
は、マイクロファイナンス（小口融資）の父として知られるノ
本日の合計
4,000 円
ーベル平和賞受賞者、ムハマド・ユヌス氏は、貧困に苦し
今年度累計
166,000 円
む人々のために小口融資支援を行っているロータリアンに
感謝の言葉を述べました。
グラミン銀行の創設者であるユヌス氏は、小口融資を受
けた事業と協力するソーシャルビジネスの機会を追求する
米
山
ボ ッ ク ス
大切さを語りました。このような事業は、収入だけでなく、地
飯原会員、北野会員、谷口（光）会員、山本会員
域に恩恵をもたらします。
ユヌス氏は、ソーシャルビジネスの一例として、バングラ
本日の合計
4,000 円
デシュの子どもたちのための高栄養ヨーグルトを生産する、
今年度累計
172,000 円
グラミン銀行とヨーロッパの食料品企業ダノン社による共同
事業を紹介しました。この共同事業は、子どもの栄養失調
を解消するだけでなく、生産ラインの立ち上げによって雇
ニ コ ニ コ 箱
報
告
用機会を改善することを目的としています。
グラミン銀行はまた、1 足 1 ドル以下の靴を生産することを
北野 会員
目的に、アディダス社とも提携しています。安価な靴を買う ■SAA
ことができれば、貧しい地域で足から感染する疾病を防ぐ
広島東 RC 盛矢 澄香 様
ことができます。
本日は新大阪 RC 様の例会に参加さ
「今日の世界では、人々は問題を解決するためでなく、お
せて頂きありがとうございます。大阪
金を得るためにお金を使っている」とユヌス氏。「ビジネス
の元気なトップの皆様にお目にかか
の枠内で創造的にお金を使用できれば、どんな問題も解
れ光栄です。感謝。
決できるはずです」また、「私の夢は、世の中から貧困をな
北野会員
くえ、ごちそうでした。
くし、子どもたちが博物館を訪れて貧困とは何かを学ぶよう
田中会員 クエ鍋おいしかったです。ありがとうご
な未来を築くことです」と語られました。
ざいました。
ソーシャルビジネスというのは、社会問題のを解決を目
谷口（光）会員 ５月はいろいろと忙しくて大変で
的として収益事業に取り組む事業体のことをいうそうです。
す。
皆さんご存じかと思いますが「ビッグイシュー」は有名な
例です。イギリスの化粧品製造会社主宰・ゴードン・ロディ
ックがアメリカでホームレスのみが販売できる新聞（street
newspaper）を見かけたことをきっかけに、知人のジョン・バ
ードに依頼・調査してもらった。すると、「ビジネスとしてロン
ドンで成功するだろう」という結論を導き出した。
１９９１年、ホームレスの社会福祉情報だけでなく、エンタ
「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」
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■国際奉仕委員長

告

卓

話

鋳方 貞了委員長
東淀川警察署長
警視 門岡 眞司 様

第２６６０地区より職業研修派遣団員募集のお知らせが届
きました。２０１３年５月２１日～６月２１日が派遣期間です。
派遣先はドイツ北部ハンブルグ周辺地区です。応募資格
は２５歳から４０歳までの社会人で、英語又はドイツ語会話
ができる人です。皆様の事業所で希望者がおられましたら
お申し出ください。詳細は地区ガバナー事務所にお尋ね
ください。応募締め切りは２０１２年６月末日です。
■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。ふるってご参加くださ
い。

■幹事報告

幹事

村角 末義

１．５月３日～５日に行われました春のライラが無事終了し
たとの報告とお礼状が箕面 RC より届きました。
２．大阪淀川 RC より、淀輪会ゴルフコンペ参加へのお礼と
収支報告が届きました。当日参加された会員のメール
ボックスへ入れておりますので、御確認下さい。

バナー交 換

本日は、吉田会員の紹介で、東淀川警察署長の門岡
眞司様にお越しいただき、大阪市の治安情勢や、東日本
大震災における警察の救援活動、海外における活動等に
ついて、興味深いお話をしていただきました。門岡署長は
とても明るくパワフルで、また当然ではありますが非常に正
義感に溢れたお人柄が垣間見られました。貴重なお話を
ありがとうございました。
（会報委員会）

広島東南 RC よりお越しの森原 弘昌様とバナー交換を
させて頂きました。

「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」

－3－

2011～12 年度

国際ロータリー会長

カルヤン・バネルジー
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本日のメニュー

次回のプログラム
お刺身・・・3 種盛り
甘鯛・・・木ノ芽味噌焼き
炊き合せ
牛肉のくわ焼き
ご飯
香の物
味噌汁
フルーツ

第 1281 回例会／2012 年 6 月 6 日
◆挨 拶
「アンニョンハシムニカ 안녕하십니까」
（韓国語）
◆国歌斉唱 「君が代」
◆卓

話
メンバー卓話
「私の副業」
村木 茂 会員

次週５月３０日(水)
は例会 休会です。
＊＊＊ 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
５
６

曜日

予定

時間他

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～ 委員長会議 例会場にて

３０

水

例会休会

受付担当会員よろしくお願いします

６
９

水
土

第１２８１回 例会 メンバー卓話 「私の副業」 村木会員
～１０（日） 歩こう会「金毘羅大作戦」第１３回 最終回
丸亀～琴平 １０日金刀比羅宮参拝

１３：３０～定例理事会

公開卓話の為例会終了１４時

１３

水

第１２８２回 例会

２０

水

第１２８１回 例会 メンバー卓話 鋳方会員

琴平温泉泊

「ダンス教室」ドイダンススクール 土居靖治先生

１３：３０～ 絵画クラブレッスン
イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower/ ・
風と樹と空とフリー素材 http://kaze-sora.com/他

「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」

Miho´s house・ [素材大好き.com]http://www.sozaidaisuki.com 他
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