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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
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■ 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
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＊＊＊ 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 1285 回例会報告 （7 月 4 日）

＜本日のプログラム＞
第 1286 回例会／2012 年 7 月 11 日

■司会進行

本日の挨拶
「ボンジュール Bonjour」 （フランス語）
標
語
「Peace Through Service」

■ロータリー・ソング

「奉仕を通じて平和を」

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

SAA 谷口（光）会員

■来賓紹介

SAA 山本会員

伊丹ＲＣ
会 友

冨田 茂 様
辻本 嘉助 様

■出席者報告
第 1285 回例会
会員数 34 名
出席数 26 名

SAA 久富 会員
2012 年 7 月 4 日
出席率 88.24％
欠席数 4 名

出席免除会員欠席数 4 名

卓
話
クラブアッセンブリー
「地区協議会報告及び新年度活動方針」

「奉仕を通じて平和を」

SAA 花原会員

－1－

第 1284 回例会（6/27）
メ－クアップ 1 名 修正出席率 82.86%
6/20 松川会員
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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
2012～13 年度がスタートしました！

2012.6.27

松本会員は地区クラブ奉仕・拡大増強委員の任期を終了しました

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ

松本正幹事 片岡会長 中川前会長 村角前幹事

飯原会員、鋳方会員、生尾会員、片岡会員、
北野会員、谷口会員、松本（圭）会員、
松本（正）会員、村木会員、村角会員、山本会員
本日の合計
今年度累計

米

山

11,000 円
11,000 円

ボ

ッ

ク

ス

飯原会員、鋳方会員、生尾会員、片岡会員、
北野会員、谷口会員、松本（圭）会員、
松本（正）会員、村木会員、村角会員、山本会員
本日の合計
今年度累計

ニ コ ニ コ 箱
■SAA

７月が誕生月の会員：花原会員、久富会員、生尾会員

安井会員は地区国際奉仕委員を務められることになりました

「奉仕を通じて平和を」
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12,000 円
12,000 円

報

告
田中 会員

伊丹ＲＣ 冨田 茂 様
いつもお世話になります。
岡田会友 先週、久しぶりに例会出席させて戴き
非常に懐かしい思いでした。又誕生
祝まで頂戴し、恐縮に存じます。
辻本会友 片岡・松本丸の出航を祝して。
片岡会長 どうぞよろしくお願い致します。
松本（正）幹事 本日より幹事です。皆様よろしく
お願い致します。
鋳方会員 これから暑くなりますが、健康に気を
つけて元気に乗り切りましょう！
生尾会員 片岡丸の無事を祈って。松本船長泣
かせたらあかんで！
稲田会員 新年度にあたり。
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新大阪ロータリークラブ
遠藤会員

新会長幹事様の健闘を祈ります。よ
ろしく御指導お願いします。
北野会員 昨日はお疲れ様でした。雲の上もや
っぱり霧も雨も降っていました。
谷口会員 新しい年度にあたり、片岡さん、松本
さん頑張ってください。
中川会員 片岡さん、バトンタッチです。あとはよ
ろしくお願いします。
花原会員 片岡会長、松本幹事の無事な船出を
祝して!!ＳＡＡ今年１年ご協力よろしく
お願いします。
松川会員 片岡会長・松本幹事一年間よろしく
お願いします。
松本（圭）会員 妻の誕生日にお花をありがとう
ございました。そして片岡会長、松本
正幹事一年間よろしくお願い致しま
す。
村木会員 片岡会長、松本（正）幹事、1 年間宜
しくお願いします。
村角会員 晴ればれとした気持ちで新年度を迎
えることができました。全てに感謝。
安井会員 会長・幹事、一年間大変と思います
が、頑張ってください。
山本会員 今年も早や半年足らずとなりました。
ほんとに月日の経つのは！レコード
の針のように終わりに近づく程はや
い。
■幹事報告

幹事

松本 正

・年度初めの例会です。1 年間よろしくお願いします。
・今年度事業計画書、会報綴り、ロータリーソングブック
と CD を みなさんのボックスにお入れしました。ご確認
よろしくお願いいたします。
・他クラブの例会休会日の案内が届いておりますのでご
回覧ください。
・次週の卓話はクラブアッセンブリー、地区協議会報告
および今年度の活動方針発表となっております。
各委員会の委員長は準備のほど、よろしくお願いいた
します。
・本日例会終了後、月初の理事会を開きますので、出席
のほどよろしくお願いいたします。

「奉仕を通じて平和を」
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卓

話

「新年度挨拶」
会長 片岡 重裕

皆さんは、米山奨学会についてどの程度ご存知でしょう
か？
諸先輩を前にして恥ずかしいことですが、寄付はしても突
き詰めて考えることは少ないと思います。
沿革としては、1952 年日本で最初にロータリークラブを
創設したのが、米山梅吉氏なのですが、その功績を記念
して、東京ロータリークラブが米山奨学制度を設立しました。
その後、地区に広がり、1957 年 9 月に国内全クラブの合同
事業として｢米山奨学委員会｣が結成されました。また、
1959 年世話クラブ制度が設立され 1960 年には「ロータリ
ー米山記念奨学会」と改称されました。カウンセラー制度
も 1971 年から設置され、米山週間も 4 月 22 日から 28 日と
決められ米山月間が 10 月になりました。奨学生累計は 96
カ国 1 万人以上にもなります。
皆さん、純粋に勉学に励む世界の若い新芽のために、
米山梅吉氏の意思を受け継いで毎月の寄付をよろしくお
願いいたします。
ちなみに米山梅吉氏は、三井銀行創立者なのですが、
そのときのエピソードにポケットマネーで新入社員に名刺
入れを配ったそうですが、その名刺入れには
Keep your name clean. （汝の名を汚すなかれ） と書かれ
ていた文字です。
高潔であるとともに偉大な設立当時の先輩を知ることが、
大切な時期だと思います。当クラブにおいても、クラブヒス
トリーを紐解き、設立者の思いを知りつつ伝えていこうでは
ありませんか。
今月から皆さんの誕生日には名刺入れをお渡ししていま
すが、ロータリーのマークが入っています。そのことを思い
出して、どうかご使用ください。
ご清聴ありがとうございました。
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新大阪ロータリークラブ
会長・会報委員長の会社訪問

第１回

松川雅典会員 （弁護士法人 淀屋橋・山上合同）

第一回は、先週 7 月 4 日(水)の午後 6 時から淀屋橋の交
差点南東にある日土地淀屋橋ビル 7 階の事務所にお邪
魔しました。アポを松川会員にとったのが、その日の例会
時でしたので、急な申し出にもかかわらず、にこやかに了
承を頂き、ありがとうございました。その時、もうひとつ無理
な注文をお願いしました。
それは、一番美人の社員さんにインタビューしたいと申し
出ました。それも了解して頂いていましたので、田中会員と、
想像と期待で胸を膨らませながらエレベーターを降りて事
務所入口に向かいました。
エレベーターを降りると法人名の記載した入口が通路の
両側にあり、奥が見通せる方に受付カウンターが見えたの
で、入口を撮影した後、入って行き案内を請いました。相
手の華麗な受付嬢は、てきぱきとした態度で我々二人を
近くの応接室に導きいれ、しばらくすると別の女性が現れ

「奉仕を通じて平和を」
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ました。妙齢の婦人は、義村さんと名乗られ、松川弁護士
が所属するチームの事務面でのチーフをされている、との
ことでした。ちなみにホームページで見ますと弁護士さん
だけで大阪事務所では 50 人ほど所属され、それが 7 つの
チームに分かれ活動されており、松川弁護士の所属する
チームは 8～9 人の弁護士とスタッフ 6 人で構成されていま
す。大きい事務所の中身を、驚きを持って少し垣間見た気
分です。
早速、松川会員の粗探し、いや違った！仕事ぶりを尋ね
て見ますと、隙がないほど真面目な内容です。イメージか
らするとスケジュール管理や食事まで任せっきりかなと思
っていたのですが、そうではなく、アポイント調整や管理は
全て自分でされているとのこと。監査をされている会社も多
く、月々の役員会・来客も全て管理されているようです。義
村さんは 10 年ほど松川さんと一緒に仕事をされているそう
ですが、フランクでこだわりがなく自分のことは自分でなさ
る方、外に出ることが多くチームも人に任せ、一人楽しくし
ているそうです。
しかし、その能力は高く、書面のやり取りだけで 解決の
ポイントが理解でき、また処理スピードが早い、とのことで
す。私生活についてもお聞きしましたが、ゴルフが上手な
ことくらいで、後は、神秘的だそうです。
また、事務所全体がフランクで風通しがよいのは、米田
実法律事務所の時代から松川さんが他の方と作り上げら
れた環境だということです。
短い時間でしたが、義村さんから松川会員の仕事ぶりを
お聞きして、いつもにこやかな例会でのお姿がそのままだ
ということがよくわかり、取材を終えました。私の想像通りの
義村さん、本当にありがとうございました。
会社訪問につきましては、職業奉仕にはまったく関係な
く、会長のわがままだと思って 1 年間よろしくお願いいたし
ま す 。田 中 さ んに も 大 変申 し訳 あ りま せ ん 。次 回 に 続
く・・・・・
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新大阪ロータリークラブ
卓話 「私の副業」

2０１２．６．６
村 木

茂

生きた植物性乳酸菌を用いた健康補助食品の開発を進
めてきましたが、ようやく計画中の４つの製品の内３製品が
完成、来週月曜日より販売を開始するに至りました。
本日皆様のメールボックスに３つの製品のチラシと注文用
紙を入れておきました。
健康について興味をお持ちの方、いかがでしょうか。少し
高いかな。

ＭＥＭＯ

「奉仕を通じて平和を」
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新大阪ロータリークラブ
本日のメニュー

次週のプログラム

お刺身盛り合せ
鯵の茗荷巻き味噌風味
冷やし鉢
湯葉巻き 牛しゃぶしゃぶ
麦とろご飯
味噌汁
香物
フルーツ

第 1287 回例会／2012 年 7 月 18 日
◆挨

拶
「ボンジュール Bonjour」 （フランス語）

◆ロータリーソング
◆卓

「奉仕の理想」

話

＊＊＊ エンブレムの囁き ＊＊＊
メンバー卓話
「歩こう会 金毘羅大作戦報告」
久富 義郎 会員

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
予定
時間他
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。
１２ 木 ～１４日（土） 第２７回健康家族の会「夏山登山 立山縦走」 ２泊３日
１８

水

第１２８７回 例会 「歩こう会 金毘羅大作戦報告」 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

木

インフォーマルミーティング（炉辺談話）第２日目

１９：００～大阪コロナホテル

２２

日

歩こう会「六甲縦走の１」宝塚から六甲最高頂まで

９：３０ 阪急宝塚駅集合

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」 １３：３０～拡大親睦・社会奉仕委員会
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・☆素材通り☆他
他（C）ikoi・Miho´s house 他

「奉仕を通じて平和を」
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風と樹と空とフリー素材 http://kaze-sora.com/他

2012～13 年度 国際ロータリー会長 田中 作次

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

