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 2012.7.18

＊＊＊ 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 1286 回例会報告 （7 月 11 日）

＜本日のプログラム＞
第 1287 回例会／2012 年 7 月 18 日
本日の挨拶
「ボンジュール Bonjour」 （フランス語）
標
語
「Peace Through Service」
「奉仕を通じて平和を」

SAA 花原会員

■ロータリー・ソング

SAA 谷口会員

■来賓紹介

SAA 田中会員

会 友
米山奨学生

ロータリーソング ｢奉仕の理想｣

■出席者報告
第 1286 回例会

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 34 名
出席数 21 名

宮崎 信夫 様
李 政 君
SAA 花原 会員
2012 年 7 月 11 日
出席率 76.47％
欠席数 8 名

出席免除会員欠席数 5 名

卓
話
メンバー卓話
「歩こう会 金毘羅大作戦 報告」
久富 義郎 会員

「奉仕を通じて平和を」

■司会進行
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第 1285 回例会（7/4）
メ－クアップ 1 名 修正出席率 88.24%
7/02 吉田会員

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
■会長の時間

会長

片岡 重裕
2012.7.11

米

山

ボ

ッ

ク

ス

飯原会員、田中会員
本日の合計
今年度累計

2,000 円
14,000 円

ニ コ ニ コ 箱

報

■SAA

告
山本 会員

宮崎会友
辻本会友
久富会員

恙なく一ヶ月が過ぎました。
片岡・松本丸の出航を祝して。
元気に６５才になれそうです。皆さん
のおかげで楽しい人生にできそうで
す。よろしくお願いします。
恙なく一ヶ月が過ぎました。

7 月 6 日に睦輪会というＩＭ６組の会長幹事会が行われまし
た。高島ガバナーも出席され、私に村木会員の健康状態
を聞かれました。大変、多くの人に気遣いができるガバナ
山本会員
ーだと感じました。11 クラブが参加しましたが、活発な意見
交換や情報提供がなされ、7 年前に行われていた懇親を ■幹事報告
副幹事
北野 克美
中心とした会長幹事会と比べると、かなり変化したと思いま
した。
・次週、18，19 日、炉辺談話です。今週中に皆様の出席
会長同士がひとつの円卓を囲むのですが、毎年どうかは
日と役割担当をＦＡＸにてお知らせしますので、ご確認の
わかりませんが、今年は、睦輪会以外にも会長幹事で交
上ご出席ください。
流会を毎月持とうという話が出ました。
・先週行われました理事会の議事録を本日メールボックス
震災についても物的支援のみならず、精神的な支援の
へいれました。お目通しをお願いします。
あり方がテーブルではなされ、精神的なケアーができるＮ
・第１１回ロータリー日韓親善会議のお知らせを以前（前
ＰＯ法人に継続的な援助をしては、との意見も聞かれまし
年度）回覧しましたが再度参加者を募っています。回覧
た。また、他の会長からは会員からの寄付のみならず、チ
します。
ャリティコンサートをＩＭ６組全体で開いて、資金を集めて
・２６６０地区各ＲＣより例会休会、変更のお知らせが届い
はと、提案されました。
ております。回覧します。
当クラブでも震災復興支援プロジェクト委員会を設けてお
りますが、次週開催されるインフォーマルミーティングでは、
■第１回増強小委員会開催報告
増強も 1 つのテーマとしますが、また、震災復興支援も重
要なテーマとして話し合いたいと思いました。
７月４日（水）午後６時３０分から午後９時まで松川会員の
また、今月 28 日には中津の整肢学院夏祭りのお手伝い 事務所で本年度の第一回の増強小委員会が開催されま
があります。社会奉仕委員長にもＰＲしていただきましたが、 した。８名の増強委員が活発な意見を交換し、昨年公開卓
この施設には 90 数人の脳性小児麻痺の子供たちが入院 話にご出席いただいた方たちの更なる情報収集と元会員
しており、昼間は隣接している中津養護学校に通っていま の２世、および元会員を出していた会社のリストアップした
す。
うえでのアプローチ、会員全員が増強に参加意識を持つ
私がこのお祭りに参加しだして 16 年になりますが、子供た ための標語の募集と決定された標語の垂れ幕・毎回例会
ちが前の日に興奮して寝れなくなる位楽しみにしている行 での唱和などをすることの方針が決定されました。皆様今
事です。それほど楽しみにしている子供たちのためにご参 年一年会員一人が新会員一人獲得をするための活動を
加いただきますようお願いいたします。
お願いします。
どうもご清聴、ありがとうございました。
会員増強小委員会 松川雅典

卓

話

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
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」

飯原会員、田中会員
本日の合計
今年度累計

「奉仕を通じて平和を」

2,000 円
13,000 円
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■クラブ運営委員会

生尾 雅美 委員長

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
■親睦活動小委員会
■会報小委員会

鋳方 貞了 委員長 育成出来るように、またクラブの活性化を図って行きたいも
のです。
田中 宏 委員長
内容は活動計画書をお読みください。

会員様の会社訪問、会員様の特集を時折り組入れ、楽 ■青少年小委員会
しい誌面作りを目指します。
■ＳＡＡ
花原 昭弘 ＳＡＡ ■国際奉仕委員会

吉田 正則 委員長
安井 一男 委員長

■広報委員会

湯浅 隆之 委員長 次のように活動の予定です。
① FVP による新地区補助金、グローバル補助金につい
■会員増強小委員会
松川 雅典 委員長
て周知するよう説明会を開催。
② アンケートや、インフォーマルミティング等で、国際奉
今年度は５０名達成を目標とした３年間の中期計画の最
仕事業に関するアイデアを募集
終年度に当たります。第１回の委員会で、①公開卓話に ③ 集まったアイデアの実効可能性やその成果のなどを
参加した方の深堀 ②元会員の２世への勧誘 ③新会員
調査検討し、補助金委員の選定、被援助国の RC や
の情報集めをやることとなりました。又、会員増強の標語を
実施国以外の協力クラブや団体、大学の選定、事業
作り垂れ幕とし、会員の意識を高めることとしました。
規模や予算規模を決定する。
皆様のご協力をお願いします。
④ グローバル補助金の事業申請を地区に行う
⑤ 2014 年－2015 年度に迎える創立 30 周年記念事業に
■職業奉仕委員会
村木 茂 委員長
向け、事業内容の選別や実施内容について検討、準
備を進める。
今年は会長から具体的に下記の通りの指示を頂いてい
地区の地区国際奉仕委員（IM7 組担当）も兼務します。
ますので、是非実行したいと思います。皆様のご協力宜し その為、クラブ内の国際奉仕委員会活動は、副委員長他、
くお願いします。
各小委員会の委員長の皆様のご協力も仰ぎたくよろしくお
記
願い申し上げます。
１．出前授業の開催
今年度は、会長方針に基づき、「小学生」に対してでは ■ロータリー財団小委員会
遠藤 義彦 委員長
なく「中学、高校生」に対し、「平和」をテーマとする授
業にしたい。
■米山奨学小委員会
山本 恵眞 委員長
２．職場見学の実施
親睦委員会との共催による東日本大震災の地で必死 ■ＷＣＳ小委員会
谷口 光夫 委員長
で頑張っておられる職場の見学を行ない、今後の当ク
ラブの支援の参考にしたい。
■友好クラブ小委員会
高窪 淳 委員長
３．その他、会長の指示に基づいて、積極的に活動を行な
いたい。
台北市中興ＲＣとの親睦関係の継続に努めます。
来年度からＭＧ（マッチンググラント）が変更されることにと
■情報規定小委員会
稲田 正伸 委員長 もない、ふたつのクラブが協力して出来る範囲が大変広い
ものになります。
■社会奉仕委員会
久富 義郎 委員長
また、変更後のＦＶＰの定義は長期的なスパンであること
から、新大阪ＲＣの３０周年に向けて、計画の企画、立案を
■環境保全小委員会
森田 智博 委員長 しなくてはならない重要な一年であると位置付けていま
す。
環境保全とは、日常の各皆様の意識が大切だと思いま
す。各メンバーの方は、それぞれ立派な立場の方が多い ■財務委員会
村角 末義 委員長
ので、見本となれるような情報を発信していきたいと思いま
す。
※掲載のない委員会はクラブ事業計画書をご覧ください。
■新世代奉仕委員会

大石 博雄 委員長

新しく生まれた組織です。
この組織を使って、当クラブにも新しいメンバー、世代を

「奉仕を通じて平和を」
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新大阪ロータリークラブ
次週のプログラム

第 1288 回例会／2012 年 7 月 25 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
「クラブヒストリー
設立構想からチャーターナイト」
飯原 啓吾 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。

本日のメニュー
オレンジと人参のクリームスープ 冷製
北海道産仔牛バラ肉の煮込み
パスタペンネのチーズ焼き
デセール
（高野・フルーツトマトを使用したトマトゼリー）
パンとバター
コーヒー

予定表
月

日
７ １８

曜日
予定
時間他
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
１９：００～大阪コロナホテル
インフォーマルミーティング（炉辺談話）第１日目

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

８

１

水

第１２８９回 例会

TEL:06-6454-1117）

第１回クラブフォーラム 会員組織委員会 増強

〒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

１３：３０～定例理事会

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

