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／片岡 重裕 幹事／松本 正 会報委員長／田中 宏 会報副委員長／松本 圭右
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 ＊＊＊

Date 2012.7.4

＊＊＊ ロータリーの綱領 ＊＊＊

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

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
http://www.shin-osakarc.jp
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。

http://www.shin-osakarc.jp

第 1284 回例会報告 （6 月 27 日）

＜本日のプログラム＞
第 1285 回例会／2012 年 7 月 4 日
本日の挨拶
「ボンジュール Bonjour」 （フランス語）
標
語
「Peace Through Service」

■司会進行

SAA 久富会員

■ロータリー・ソング

SAA 吉田会員

■来賓紹介
SAA 吉田会員
豊里地域ボランティアスタッフの方々
中村 冨恵 様
中野 正子 様
添木 佳世子 様
会 友
辻本 嘉助 様
会 友
岡田 孝司 様
■出席者報告
SAA 久富 会員
第 1284 回例会 2012 年 6 月 27 日

「奉仕を通じて平和を」

国歌斉唱
「君が代」
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

会員数 35 名
出席数 25 名

出席率 82.86％
欠席数 6 名

出席免除会員欠席数 4 名

卓

第 1283 回例会（6/20）
メ－クアップ 5 名 修正出席率 88.57%
6/09 田中会員
7/02 花原会員
6/14 安井会員
7/04 櫻井会員
6/20 山本会員

話

「新年度挨拶」
片岡会長・松本（正）幹事

「奉仕を通じて平和を」
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新大阪ロータリークラブ
■会長の時間

会長

中川 建司
2012.6.27

遠藤会員
岡田会友
片岡会員
田中会員
花原会員
久富会員

村木会員
山本会員
吉田会員

中川様、村角様御苦労様でした。
会長、幹事初め役員様方 1 年間ご苦
労様でした。
会長、幹事ご苦労様でした。
前回の例会欠席のお詫びです。
中川会長、村角幹事 1 年間有難うご
ざいました!!
会長・幹事慰労会も終了しました。今
年度の親睦委員長も終わりです。御
協力ありがとうございました。
中川会長、村角幹事、1 年間ありがと
うございました。
前回欠席のお詫び。
会長、幹事 1 年間御苦労様でした。
ゆっくりお休みください。（合掌）

■幹事報告

幹事

村角 末義

今回が最後の会長の時間となりました。これでほっとし
１．大阪そねざき RC より事務局移転のお知らせがきて
ています。
おります。７月１日より(有)ワイ・エム・プランニング内
会友の辻本さん、岡田さんようこそお越し下さいました。
(中央区南船場)に移転します。例会場（ヒルトン大阪）
体操の先生方もようこそお越し下さいました。一年間体
に変更はありません。
操の時間でずっとお目にかかり、すっかり馴染んでしまい
ましたが、来年度もどうぞお時間があるときには遊びに来 ２．大阪なにわ RC より次年度例会変更のお知らせが届
きました。詳細は事務局までお尋ねください。
て下さい。また、一年間体操でお世話になります。
３．本日例会終了後第３回被選理事会を行います。次
皆さん、一年間有り難うございました。
年度理事の方はご参集ください。
■東日本大震災義援金報告 ６月２７日 ３，０００円
２０１１年度累計
１５７，０００円

卓

話

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
「一年を振り返って」
中川 建司 会長

飯原会員、片岡会員、安井会員
本日の合計
２０１１年度累計

米

山

ボ

3,000 円
184,000 円

ッ

ク

ス

飯原会員、片岡会員、山本会員
本日の合計
２０１１年度累計

ニ コ ニ コ 箱

4,000 円
193,000 円

報

■SAA
中川会長
村角幹事
飯原会員

告
吉田 会員

1 年間ご協力ありがとうございました。
1 年間、たいへんお世話になりまし
会長、幹事ご苦労様でした。ついで
にもう 1 年如何ですか。

「奉仕を通じて平和を」
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皆さん一年間ご協力有り難うございました。先日の慰労
会のときに、「今年は特に大きな問題もなく、平穏だった」と
の感想をいただきました。本当はいろいろとお叱りを受け
ないといけないことがあるのだろうと思いますが、皆さんの
寛容なお気持ちで流していただけたのだと思っています。
事業計画にはいろんなことを掲げましたが、現実に実行
できたのは以下の事業くらいかと思います。
１．東日本大震災への援助活動
２．例外的な会員資格の検討
３．会員増給のためお公開卓話の実施
４．台北市中興ロータリークラブ２０周年記念式典への
参加
５．通年の継続事業
６．スリランカＧＳＥチームの受け入れ
以前から継続している奉仕活動の見直しや新規の事業
の検討については、残念ながら手つかずで終わりました。
申し訳ありませんが、次年度からの取り組みをお願いした

2012～13 年度 国際ロータリー会長 田中 作次

新大阪ロータリークラブ
いと思います。
会長をさせていただきますと、地区の様々な行事に参加
することになります。中でもＩＭ６組の「睦輪会」では各クラ
ブの会長・幹事とお話をすることができ、また地区の情報
なども得ることができました。どのクラブも特徴があり、また
いろいろと悩みを持っておられることがよく分かります。
ロータリーの組織としての大きさ。力を見ることができまし
た。我々はこの大きな力を使っていろんな事業を進めてい
くことが大切だと感じます。一方、組織が大きすぎて機能し
ないところも見受けられます。この辺りは、財団などの手続
きの変更により解消できればと期待しています。
今年度は東北の震災のことがあり、ほとんどが震災対応
の話題でありました。
東北へはまず福島中央ロータリーと気仙沼舞根地区の
訪問をさせていただきました。
松本正会員と二人で仙台から気仙沼へと少し遠回りしな
がらほぼ一日車で走り、被災地の状況を目の当たりしたこ
とは、今後のロータリアンとしての活動において重要な
経験だと思っています。皆さんや友好クラブからお預かりし
た義援金はまだのこっておりますし、今後も皆さんのご協
力をいただき継続した援助を進めて行かなければなりませ
ん。次年度においては現地への視察旅行も計画しており
ますので、是非ご参加下さいますようお願いします。
３月に台北市中興市ロータリークラブの２０周年記念式典
には、会員と奥様方併せて１６名の参加をいただきました、
約２００名の盛大なパーティーでしたが、震災援助の報告
をさせていただいたうえで我がクラブの３０周年記念式典
にも大勢の参加をお願いし、友好関係を深めるとことがで
きたと思います。
村木前会長、今年度、片岡次年度会長とが宣言した会
員５０名の目標につきましては、まだ先が見えないところで
ありますが、今年度開催した公開卓話のスタイルを継続し
ながら、なんとか目標が達成できるよう頑張っていただきた
いと思います。
一年ではできないことばかりですが、数年間の継続した
計画を立て実行すれば必ず達せできると考えています、
私も一会員としてお役にたてればと思いますので、今後も
宜しくお願いします。
一年間有り難うございました。

「奉仕を通じて平和を」
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新大阪ロータリークラブ
７月のバースデーロータリアン

次週のプログラム
７月 ６日
７月１８日
７月２９日

生尾会員
久富会員
花原会員

第 1286 回例会／2012 年 7 月 11 日
◆挨

拶
「ボンジュール Bonjour」 （フランス語）

◆ロータリーソング
◆卓
本日のメニュー

「奉仕の理想」

話

クラブアッセンブリー
地区協議会報告・新年度活動方針

海の幸マリネイタリアンサラダ仕立て
冷凍とうもろこしのスープ
牛フィレ肉のシャリアピン
コーヒー
パンとバター

＊＊＊ 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
７

曜日
４

水

予定
第１２８５回 例会

時間他

「新年度挨拶」片岡会長・松本（正）幹事

１３：３０～定例理事会

１８：３０～第１回会員増強委員会 於 弁護士法人淀屋橋山上合同

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。

１８

水

第１２８７回 例会

メンバー卓話 久富会員

１３：３０～ 絵画クラブレッスン

インフォーマルミーティング（炉辺談話）第１日目

１９：００～大阪コロナホテル
１９：００～大阪コロナホテル

１９

木

インフォーマルミーティング（炉辺談話）第２日目

２５
２８

水
土

第１２８８回 例会 「クラブヒストリー 設立構想からチャーターナイト」
大阪府立整肢学院
大阪府立整肢学院夏祭り
１１：００集合（昼食はカレーを準備して頂いています。）
１２：３０開始（例年より１時間早い開始です。）
１５：３０終了 片付け
１６：００すぎ 打上会場へ
（冷麺の美味しい焼肉店 シカゴカルビ大阪福島店
大阪市北区大淀南 1-11-9

TEL:06-6454-1117）

〒531-0071
大阪市北区中津 2 丁目 2 番 22 号
TEL（06）6371-5945
地図 URL:
http://www16.ocn.ne.jp/~o-seishi/sub
4.html

イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower/・（C）ikoi・Miho´s house 他
風と樹と空とフリー素材 http://kaze-sora.com/他

「奉仕を通じて平和を」

・ [素材大好き.com]http://www.sozaidaisuki.com 他
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