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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 ＊＊＊
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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 1288 回例会報告 （7 月 25 日）

＜本日のプログラム＞
第 1289 回例会／2012 年 8 月 1 日
本日の挨拶
「グーテン・ターグ Guten Tag」 （ドイツ語）
標

語
「Peace Through Service」

■司会進行

SAA 花原会員

■ロータリー・ソング

SAA 谷口会員

■来賓紹介

SAA 谷口会員

福山南 RC

「奉仕を通じて平和を」

橋本 賢三 様

国歌斉唱
「君が代」
ロータリーソング ｢日も風も星も｣
■出席者報告
第 1288 回例会

さわやかな朝だ われらはロータリアン
いつもほほえみ いつも元気で
さあ出掛けよう
日も 風も 星も ラララ 光るよ

会員数 35 名
出席数 27 名

SAA 花原 会員
2012 年 7 月 25 日
出席率 82.86％
欠席数 6 名

出席免除会員欠席数 2 名

卓
話
第１回クラブフォーラム
会員組織委員会 「増強バズセッション」
会員増強小委員会 松川 雅典委員長

「奉仕を通じて平和を」
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第 1287 回例会（7/18）
メ－クアップ 3 名 修正出席率 82.86%
7/12 安井会員
7/1８ 池田会員
7/18 森田会員

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
2012.7.25

米

山

ボ

ッ

ク

ス

飯原会員、花原会員、安井会員、横山会員、
本日の合計
今年度累計

ニ コ ニ コ 箱
■SAA

4,000 円
20,000 円

報

告
田中 会員

池田会員
久富会員

前回欠席のお詫び。
またまた誕生日。大阪回生病院の１１
２回目です。皆様のおかげです。感
謝すると共に今後共、皆様に喜んで
もらえる病院作りに励みます。
インフォーマルミーティングお疲れ様
でした。御利用ありがとうございまし
た。
会長、幹事さん、インフォーマルミー
ティングお疲れ様でした。
暑中御見舞い申し上げます。

先週のインフォーマルミーティングにご出席の皆様、あり
森田会員
がとうございました。
また、安井地区国際奉仕委員、21 日の土曜日に合同
地区委員会へのご出席、ご苦労様でした。
横山会員
今回、インフォーマルミーティングのテーマを増強、ニコ
ニコ震災復興の三つにして皆様の本音のご意見をいろい
吉田会員
ろいただけたと思います。また、ご指摘のあった震災のた
めの募金箱についても皆さんに毎週入れていただき、苦
■幹事報告
幹事
松本 正
労されている東北の方々のことを忘れず、ご寄付いただく
ことを改めてお願いいたします。
・守口 RC、守口イブニング RC より例会場建物名称変更の
それと、今週土曜日は、整肢学院夏祭りが行われます。
お知らせが来ております。また、大阪そねざき RC より例
子供たちの笑顔を見に、一人でも多くのメンバーが少しの
会変更のお知らせが届いています。回覧します。
時間でもご参加・ご協力いただけたらと思っております。
・8 月の月間予定表を本日配布しました。メールでもお送り
少し、私自身の話をさせていただきます。皆さん、炭酸を
しています。ご活用をお願い致します。
作る機械が市販されているのはご存知ですか？前からあ
・本日例会終了後 社会奉仕・親睦合同拡大委員会を行
たんですが、最近ブームになっています。私は、炭酸が好
います。委員の皆様はご参集ください。
きで炭酸水を買っていたんですが、息子が機械を買ってく
・当クラブホームページが今年度バージョンに更新されま
れて、以来、100 パーセントオレンジジュースに炭酸ガスを
した。皆様どうぞご覧ください。
入れて愛飲しています。炭酸の清涼感が好きなんですが、
☆事務局より ７月２７日（金）は早退の予定でしたが、
市販の炭酸入りジュースは糖分が多いものか、変な甘さを
急遽、懇談会延期のため、通常業務とさせて頂きました。
感じるダイエット用の 0 カロリーですが、自分で好きな飲み
物に炭酸をきつく加えられるところがいいと思います。
ヨーロッパでは炭酸入りの飲料が好んで飲まれる傾向が
委
員
会
報
告
ありますが、炭酸が胃腸を刺激して消化を促進する効果が
あり、また炭酸ガスによって満腹感を得られ食べすぎを抑
～第１回クラブ社会奉仕委員長会議報告～
制してくれます。皆さんにもお勧めします。
２０１２．７．１４（土）14：００－１６：００ YMCA 会館
久富 義郎 社会奉仕委員長
■東日本大震災義援金報告

７月 ２５日 ６，０００円

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
飯原会員、花原会員、安井会員、横山会員
本日の合計
今年度累計

「奉仕を通じて平和を」

4,000 円
18,000 円
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１．委員長方針 初木賢司
①２回/年会議 ②薬物乱用防止キャンペーン
③メーキャップに東北に行こうキャンペーン
２．地区補助金制度が変わる（FVP、未来の夢計画）
２６６０地区で４５０万→１５００万
次年度の補助金計画を今期に申請
２０１３～１４
人道的奉仕
地元社会の奉仕事業
奨学金
災害支援も可
職業研修
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
２０１３年
２月２３日 管理セミナー
末日に提案書
３月
審査
卓話依頼も受けるが９～１０月にお願いしたい
３．広報委員会
①奉仕活動の投稿依頼
②梅田、大阪駅に公共イメージ向上の為にデジタルサ
イネージで広報
４．ガバナー
①心と体の健全なリーダーの育成
②社会奉仕副委員長が次年度の委員長となる人事
を！
■会員増強小委員会
松川 雅典 委員長
増強小委員会委員長松川雅典
来週８月１日の例会は増強小委員会の担当です。
①増強のためのキャッチコピー（標語）を募集します。
②会員一人少なくともおひとりの入会を勧める方の情報を
集めますので必ずお一人は考えてきてください。

卓

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

例会日 水曜日に決定。
入会予定者 １８名
１９８５年 ２月１８日
大阪北淀 RC キーメンバー決定（７名）。
吹田、木原、北、西田、山本、平林、東 各氏。
事務局の設置、給与等検討。
１９８５年３月７日
大阪東淀 RC の設立委員各氏を交え第１回北淀 RC
模擬例会を入会予定者２６名出席で行う。
その後数回にわたり模擬例会、懇談会が開催され、
細部にわたり諸準備が進められる。
親クラブ委員各位の熱心なご指導に感謝。
１９８５年５月８日
東洋ホテルにて、第２６６地区中村ガバナー、大阪東
淀 RC 各委員の出席で、大阪北淀 RC 創立総会及び第
１回例会が開催される。会員数 ３３名。
参考までに初年度の標語は You are the key（あなた
が鍵です）。
その後 例会、炉辺談話、家族会（一泊）等でロータリ
ーの学習、親睦が重ねられ例会の前に ロータリー唱歌
の練習が熱心に行われたものである。
親クラブから少人数ながらキーメンバーが子クラブに参
加する例が多いが、北淀クラブでは 新入会員のみで理
事、役員会も形成され、種々の面で苦労の多い時期で
あったが、反って全員努力する意志統一が得られたかも
しれない。

１９８５年１１月１３日
認証状伝達式（チャーターナイト）で初めてクラブは国
際ロータリーの一員として承認される。当日の登録は約
４００名。
地区ガバナー、パストガバナー、２６６地区の全クラブ
の会長幹事、大阪東淀 RC の全会員夫妻を招待して東
洋ホテルで盛大に行われた。
新大阪 RC（旧大阪北淀 RC）の誕生
堺屋太一氏の基調講演の前に式典が型の如く進行し
て最後に我々新会員の紹介がされた。それは呼名に従
１９８４年１０月１日
って夫婦並んで前方に進み 来賓に対し深々と頭を下
大阪東淀 RC は創立 15 周年を記念し新クラブ設立を
げる。拍手に包まれ晴れがましい情景であるが、実は時
決定。
ガバナー特別代表 辻 秀哉氏。拡大補佐 小沢 耕 間を測りつつ、何日間もリハーサルを反復したお陰で略
順調に経過してホッとしたものである。何れにせよチャー
作氏他９名の委員を決定。
ターナイトを経て、夫婦共々ロータリーの世界に足を踏
み入れた実感を持ったと云えよう。
１９８４年１０月８日
何時も当たり前のように遅刻する堺屋太一氏の到着を
第２６６地区 拡大パストガバナー 平井 常次郎氏と
なる。
イライラしながら受付で待ちくたびれたことも今となれば
楽しい思い出である。
１９８４年１０月１５日
このチャーターナイトのビデオテープは菅本会員の許
名称 大阪北淀 RC
に保管されているので、機会があれば現会員の諸氏も
例会場 ホテル コンソルト
参考とされたい。新大阪 RC の歴史の出発点である。

「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

本日のメニュー
サーモンマリネに北海道産“きたあかり”
とポワローのソース
冷たい 白桃のクリームスープ
仔牛のエスカロープマスタード風味
クリームソース
フランスパンとロールパン
珈琲

第 1290 回例会／2012 年 8 月 8 日
◆挨

拶
「グーテン・ターグ Guten Tag」 （ドイツ語）

◆ロータリーソング
◆卓

「日も風も星も」

話

*.きたあかり・・・男爵芋の改良種で、デンプンとタンパク質を

「イニシエーションスピーチ」 池田 豪会員
「震災復興プロジェクト 東北ツアーの説明」
中川 建司会員

多く含む。程良い甘みとホクホク感が特徴。
*.エスカロープとは・・・仔牛の薄切りに使われる料理法の事

＊＊＊ 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
８

日

曜日

１

水

予定
第１２８９回 例会

時間他

第１回クラブフォーラム 会員組織委員会 増強

１３：３０～定例理事会

１８：３０～ 第２回会員増強小委員会 於 ㈱ワークアカデミー
８

水

第１２９０回 例会 「イニシエーションスピーチ」池田会員・「東北ツアー」中川会員 ８日と２９日の予定は変更になりました

１５

水

例会休会（お盆休み）

MU 受付は行いません

２２

水

第１２９１回 例会 ガバナー補佐訪問 公開卓話「ヨガ教室」

例会終了１４：００

２９

水

第１２９２回 例会 第２回クラブフォーラム 親睦委員会

１３：３０～ 絵画クラブレッスン

・９月の予定は後日お知らせします。
・９月１６日（日）は「東淀川区民まつり 盲導犬育成バザー」です。予定を空けておいてください。
バザー出店用の品物をお一人３点ご協力下さい。（お中元の品物等）
（寄贈品のない場合は一万円のご寄付をよろしくお願いします。）
イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower 他
☆素材通り☆他

「奉仕を通じて平和を」
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他（C）ikoi・Miho´s house 他

2012～13 年度 国際ロータリー会長 田中 作次

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

