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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
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 2012.8.8

＊＊＊ 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
＜本日のプログラム＞
第 1290 回例会／2012 年 8 月 8 日
８月は握手例会です。会員同士握手をしましょう！
本日の挨拶
「グーテン・ターグ Guten Tag」 （ドイツ語）
標

第 1289 回例会報告 （8 月 1 日）
■司会進行
■ロータリー・ソング
■来賓紹介

語
「Peace Through Service」

福山南 RC

SAA 村木会員
SAA 松本（圭）会員
SAA 谷口会員
橋本 賢三 様

「奉仕を通じて平和を」

ロータリーソング ｢日も風も星も｣
■出席者報告
第 1289 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
卓

会員数 35 名
出席数 25 名

出席率 80.00％
欠席数 7 名

出席免除会員欠席数 3 名

話

「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

「奉仕を通じて平和を」

SAA 村木 会員
2012 年 8 月 1 日

－1－

第 1288 回例会（7/25）
メ－クアップ 3 名 修正出席率 91.43%
7/18 山本（英）会員
7/18 山本（恵）会員
8/01 櫻井会員
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■会長の時間

会長

片岡 重裕
2012.8.1

ております。
■東日本大震災義援金報告

８月 １日 ９，０００円

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
飯原会員、鋳方会員、片岡会員、北野会員、
田中会員、中川会員、花原会員、久富会員、
松本（圭）会員、松本（正）会員、村木会員、
村角会員、山本（英）会員、山本（恵）会員
本日の合計
今年度累計

米

山

14,000 円
32,000 円

ボ

ッ

ク

ス

飯原会員、鋳方会員、片岡会員、北野会員、
田中会員、中川会員、花原会員、久富会員、
松本（圭）会員、松本（正）会員、村木会員、
村角会員、山本（英）会員、山本（恵）会員
本日の合計
今年度累計

ニ コ ニ コ 箱
■SAA

14,000 円
34,000 円

報

告
横山 会員

鋳方会員
2012.7.28 整肢学院夏祭りの写真

暑い日が続いていますが、皆さん体調はいかがですか？
私は毎日深夜のオリンピック中継に慢性睡眠不足になり、
また、例えば体操男子団体のように４位でがっくりして寝た
ら、朝起きて２位とびっくりさせられ、何か精神的に不安定
な状態です。また、メダルの数は中国、アメリカについで３
位だが、金はひとつしかない、それをマスコミも強調しない
もどかしさで何か排尿の切れが悪いように気分です。
先週の土曜日に整肢学院夏祭りが行われ、子供たちの
笑顔や歓声の中、無事終了することができました。久富社
会奉仕委員長他委員の皆さん、どうもありがとうございまし
た。また７人の奥様方と富田さんに来ていただき、たこ焼き、
やきそばとバラエティを増やして、子供たちも堪能したと思
います。最後に院長先生や来春卒業される男の子のお礼
の言葉を聞いて、また来年もご協力できたらと思いました。
楽しみましょうロータリーが実践できたと思います。
懇親会は夏祭りに参加した JCOB の一人が経営する福
島のシカゴカルビという名の焼肉店で行われ、後輩の
JCOB に対するクラブ入会への勧誘に終始しました。
今月は増強拡大月間です。今年度の会長の主要目標に
も入っておりますので、「一人が一人の入会を！」を期待し

「奉仕を通じて平和を」
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８月に入り本格的に暑くなりました。
無理をせず、元気で夏を乗り切りまし
ょう。
稲田会員 月初にて。
遠藤会員 前回欠席のお詫び。
北野会員 先日の整肢学院夏祭りお疲れ様でし
た。
田中会員 暑中見舞い申し上げます。
中川会員 暑い！
花原会員 整肢学院夏祭りご苦労様でした。
久富会員 夏祭りお疲れ様でした。次回は区民
まつり、楽しみましょう。
松本（圭）会員 大阪整肢学院では毎回、感動
させられます。
松本（正）会員 恙なく一ヶ月が過ぎました。
村木会員 月初につき。
村角会員 毎日暑い日が続きます。熱中症には
気を付けて下さい。
安井会員 ８月５日は妻の誕生日です。いつもア
リガトウ。
山本（英）会員 今月会長就任になり息子が社
長になります。
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山本（恵）会員

一寸嬉しいことがありました。

■幹事報告

幹事

松本 正

・門真 RC より例会場建物名称変更のお知らせが来ており
ます。また、大阪北 RC より例会休会のお知らせが届いて
います。回覧します。
・地区より、九州地方の大雨災害義援金の協力要請が来
ております。本日募金箱をまわしますので、できるだけ皆
様ご協力ください。
・本日例会終了後 前年度理事会を５分程度、その後定
例理事会をおこないます。

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

新大阪ロータリークラブでは、今年度中に何としてでも会
員５０名を達成します。その為には各会員がお一人ずつ
新しい会員を獲得していただきたいと思います。
①増強を達成するための標語を募集します。
（例 力を合わせて５０名―奉仕の輪を広げよう）
②会員一人が少なくともお一人の入会候補者の情報を
頂きます。皆様の住所録を改めて点検してください。
必ず「こんな近くにこんなよい人が」と思われるはずで
す。
上記の内容でバズセッションが行われました。
増強のためのキャッチコピー（標語）に多数のご応募ありがとうござい
ました。2012.8.1 に行われました第２回増強小委員会におきまして、
以下の標語（松川委員長考案）に決定いたしました！

力を合わせて５０名―奉仕の輪を広げよう

「奉仕を通じて平和を」
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第２７回健康家族の会 ご報告
２０１２年７月１２日（木）～１４日（土）
花 原 昭 弘

「第 27 回

夏山登山〜立山縦走」

残雪に足をとられて峰はるか

7 月 12 日(木) 午前 7 時に十三 松尾歯科医院に 5 名で集合。7 時 15 分に出発しましたが、その
時すでに大阪地方には大雨警報が出ていました。名神 吹田 IC から高速に入り、多賀 SA で 1 回目
の作戦会議。米原 JCT から北陸自動車道に入り 12 時 30 分 尼御前 SA で昼食を食べながらの 2 回
目の作戦会議。天候が回復する兆しが見られない為、今日予定していた一の越山荘までの登山をあ
きらめて、室堂にある、みくりが池温泉に宿泊の予約を入れました。富山 IC を出て、14 時 15 分に
富山地方鉄道 立山駅前に着きました。
駅前駐車場（無料）に車をおき、登山用の服装・靴に履き替えました。14 時 50 分発の立山ケーブ
ルにのり(標高差 500ｍ、距離 1300ｍ)、7 分で美女平に着き、15 時 20 分発の高原バスで室堂へ。
16 時 15 分室堂着、小雨で、気温は 12.5℃でした。霧が濃いので、念のため、宿の人に迎えに来て
いただきました。すぐ温泉に入り、19 時から夕食をいただき、夕食後、立山の四季をスライド鑑賞。
21 時に就寝しましたが、６畳一間に５人ですので、荷物を置くスペースもなく２人は押入れで寝ま
した。
翌日、天候は曇りでしたが、剱岳が見える剣御前小屋までとりあえず行こうと８時に宿を出発。
今年は６月に気温があがらず、例年よりも雪が残り、多いところは 2m 以上ありました。さっそく
アイゼン・冬用手袋をつけて小屋目指して登りました。残雪の為、登山道が途中で途切れている為、
ルートを確かめながらの登山でした。まだ登山客も少なかったので、雪の間から所々にチングルマ、
タテヤマリンドウ、イワカガミ等の可愛らしい草花が疲れを癒してくれました。 「雪間から 長き
冬耐え チングルマ」

「奉仕を通じて平和を」
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アオノツガザクラ（奥）
チングルマ（手前）

12 時に剣御前小屋（2750ｍ）に到着。お昼のおにぎりを食べて、雨が止むのを１時間くらい待ちま
したが、天候も回復せず、霧も出てきたので別山への登山をあきらめ、登ってきた道を引き返しま
した。15 時 40 分雷鳥荘に着き、早速雨で濡れた雨具、手袋、リュック、靴を乾燥室で干しました。
温泉で冷えた身体をゆっくり温めると、生気を取り戻しました。明日天気が良ければ最後のアタッ
クに望みをかけて 19 時 30 分に就寝。
翌日５時に起床しましたが、残念ながら雨と強風でした。８時に雷鳥荘を雨の中出発、高原バス
とケーブルを乗り継ぎ９時 50 分に立山駅に着きました。駅付近は晴れていました。10 時 25 分に立
山駅を車で出発、途中、朝市で野菜をたっぷり買い、11 時 45 分滑川交流プラザの「かじやばし」
で昼食にしました。日本海が一望出来る最上階の「あいらぶ湯」で珍しい海洋深層水を活用した深
層水風呂を体験しました。14 時 15 分に北陸自動車道 滑川 IC から高速に入り、名神 吹田 IC を通
り 19 時 30 分、十三で解散しました。
今回は残念ながら雨でどの山にも登頂出来なかったので、天候の良い秋に再挑戦を心に誓いまし
た。

８月のバースデーロータリアン

８月 ７日
８月１７日
８月１８日
８月２０日

山根会員
宮崎会友
遠藤会員
森田会員

※先週号に掲載が漏れていました。お詫び申し上げます。富田

「奉仕を通じて平和を」
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本日のメニュー

次回のプログラム

鰹の叩き
太刀魚の難波焼き
するめ烏賊のわた煮
牛ヒレ肉の山葵風味
タコの酢の物
ご飯 香物 味噌汁
水羊羹

第 1291 回例会／2012 年 8 月 22 日
ガバナー補佐訪問
◆挨 拶
「グーテン・ターグ Guten Tag」 （ドイツ語）
◆ロータリーソング

「日も風も星も」

◆卓 話
公開卓話
「ヨガ教室」
講師 竹谷 麻里 様
（例会終了１４時）

次週８月１５日(水)は
例会 休会です。

次回８月２２日(水)は
＊＊＊ エンブレムの囁き ＊＊＊

ガバナー補佐訪問です。

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。

全員出席をお願いします。

予定表

月
８

日

曜日

予定

時間他

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

「奉仕を通じて平和を」

☆素材通り☆他
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他（C）ikoi・Miho´s house 他
風と樹と空とフリー素材 http://kaze-sora.com/他

