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創立 昭和 60 年 5 月 8 日
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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
Date 2012.6.13

Ｎｏ．1282
＊＊＊ 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

＊＊＊ 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 1281 回例会報告 （6 月 6 日）

＜本日のプログラム＞
第 1282 回例会／2012 年 6 月 13 日
本日の挨拶
「アンニョンハシムニカ 안녕하십니까」
（韓国語）
標
語
「Reach Within to Embrace Humanity」

■司会進行
■ロータリー・ソング
■来賓紹介
会

友

SAA 久富会員
SAA

吉田会員

SAA 吉田会員
宮崎 信夫 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「それでこそロータリー」
■出席者報告
第 1281 回例会

どこであっても やあと言おうよ
見つけた時にゃ おいと呼ぼうよ
遠い時には 手を振り合おう
それでこそ ローローロータリー

会員数 36 名
出席数 23 名

SAA 久富 会員
2012 年 6 月 6 日
出席率 80.56％
欠席数 7 名

出席免除会員欠席数 6 名

卓
話
公開卓話
「Shall we dance? 社交ダンス、魅惑の世界」
ドイダンススクール
代表 土居 靖治・純子夫妻

「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」
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第 1280 回例会（5/23）
メ－クアップ 1 名 修正出席率 83.33%
5/25 村角会員

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
2012.6.6

３ 言辞施（ごんじせ）
心からの優しい言葉をかけていく
４ 身施（しんせ）
肉体を使って人のため、社会のために働くこと。
無料奉仕
５ 心施（しんせ）
「ありがとう」「すみません」などの感謝の言葉を述
べる
６ 床座施（しょうざせ）
場所や席を譲り合う
７ 房舎施（ぼうしゃせ）
訪ねてくる人があれば一宿一飯の施しを与え、
労をねぎらう

中川会長と６月が誕生月の川内会員、大石会員

■東日本大震災義援金報告

６月６日 ３，０００円

「ロータリーの友」6 月号「言いたい、聞きたい」のところに
興味深い記事がありましたのでご紹介します。
「ロータリー入門書」の中に書かれている「施し」という言
葉に注目されています。
ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
ここでは、「施し」という言葉は、「富裕階級の人々が己の
飯原会員、鋳方会員、久富会員、村角会員、
罪滅ぼしの気持ちで貧困者に金品を恵むこと」を意味し、
山本会員
「これは善意から出たものではなく、自己防衛、いわば利
己心のカムフラージュでしかない」したがって「ロータリーの
本日の合計
5,000 円
社会奉仕は、決してこれであってはならない」と書かれて
今年度累計
174,000 円
いるそうです。
これについてこの記事を書かれた会員は、上記の消去
法では、社会奉仕概念の積極的説明はなく、この文脈だ
けでは新会員はロータリーでいう社会奉仕は理解出来な
米
山
ボ ッ ク ス
いとしています。
飯原会員、鋳方会員、久富会員、村角会員、
そこで、この会員は「施し」を恵んでやる罪滅ぼしではな
山本会員
く、元来「施し」というのは仏教用語の「無財の七施」を意味
し、「利己心のカムフラージュ」や「善意から出たもの」とす
本日の合計
5,000 円
るのではなく、「善意そのもの」であると主張されています。
今年度累計
180,000
円
なるほど、ロータリーに関する解説や用語は英文の直訳
でありまた文化の違いもあるため理解しがたいことが多々
あります。我々は、自分たちの言葉と自分たちの文化の中
においてロータリーを考えていかないといけないということ
ニ コ ニ コ 箱
報
告
です。
松本（正） 会員
さしあたり、我がクラブでは山本会員から何度もお話をい ■SAA
ただいている「無財の七施」をよく理解したうえで、「無財の
鋳方会員 私の友人が胃ガンで亡くなりました。
七施」を実践するというのはいかがでしょか。
（６１才）皆様、健康には十分注意し
て楽しく生きましょう！
「無財の七施」
稲田会員 月初にて。
１ 眼施（がんせ）
大石会員 ヨッチャン、ぶどうおいしかった ウフ
温かい眼差しで接する
フフー。
２ 和顔施（わげんせ）
田中会員 会長杯、賞品にはありつけませんで
明るい笑顔、優しい微笑をたたえた笑顔で人に
したが、楽しかったです。いちご大福
接する
「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」

－2－

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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花原会員
久富会員
村角会員
山本会員

おいしかったです。
６月２日のゴルフ会で優勝と会長賞を
いただきました。
楽しいコンペありがとうございました。
会員の皆様にはこの一年大変お世
話になり有難うございました。
今年ももう半年近くなりました。おかげ
様で元気な日々を過ごしております。
あたり前のように思いますが有難いこ
となのですね。

■幹事報告

幹事

卓

話

「私の副業」
村木 茂 会員

村角 末義

１．先日ライフリバーへの寄付金を贈呈しましたが、早速バ
ングラディシュの貧困な方々への治療費支払いに活用
していただきました。畑野先生より報告書が送られてき
ましたので、回覧します。
２．同じく、支援を続けております社会福祉法人 日本ライ
トハウスの会報誌が届きました。これも回覧します。
３．大阪大淀 RC・大阪ユニバーサルシティ RC・大阪イブニ
今回は「植物性乳酸菌」のお話をさせていただきました。
ング RC よりそれぞれ例会場変更や休会などのお知らせ 現在製品開発準備中のため、製品が完成し販売できるよ
が来ております。MU 予定の方は事務局までご確認くだ うになりましたら、詳細について掲載させて頂きます。
さい。
４．本日例会終了後、第１２回定例理事会を行います。

MEMO

「こころの中を見つめよう
博愛を広げるために」
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次回のプログラム

本日のメニュー
お刺身盛り合せ・・・彩
氷温熟成・・・鯖塩焼き
炊き合せ・・・絹厚揚げ胡麻風味ピリ辛風
サーロインステーキ・・・西京味噌漬け
新生姜と蟹ご飯
蛤の吸物
香の物
デセール・・・北谷の塩わらび

第 1282 回例会／2012 年 6 月 20 日
◆挨 拶
「アンニョンハシムニカ 안녕하십니까」
（韓国語）
◆ロータリーソング 「それでこそロータリー」
◆卓

話

「TPP （環太平洋戦略的経済連携協定）
に思う」
鋳方 貞了会員

＊＊＊ 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 曜日
６ １３ 水 第１２８２回 例会

予定

時間他

「Shall we dance? 社交ダンス・魅惑の世界」

公開卓話の為例会終了１４時

ドイダンススクール 代表 土居 靖治・純子夫妻

２０

水

第１２８３回 例会 「TPP （環太平洋戦略的経済連携協定）に思う」 鋳方会員
「会長・幹事慰労会並びに新入会員歓迎会」 １９：００～ワシントンホテル２F １３：３０～ 絵画クラブレッスン

７

２７

水

第１２８４回 例会

「１年を振り返って」中川会長・村角幹事及び理事

４

水

第１２８５回 例会

「新年度挨拶」片岡会長・松本（正）幹事

１１

水

第１２８６回 例会

クラブアッセンブリー 地区協議会報告・新年度方針 各委員会委員長準備をお願いします。

１３：３０～定例理事会

イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower/
Miho´s house 他
風と樹と空とフリー素材 http://kaze-sora.com/他
・ [素材大好き.com]http://www.sozaidaisuki.com 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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