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
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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
＜本日のプログラム＞
第 1294 回例会／2012 年 9 月 12 日
９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
「フーテミダー Goedemiddag」 （オランダ語）
標

語
「Peace Through Service」

第 1293 回例会報告 （9 月 5 日）
■司会進行

SAA 安井会員

■ロータリー・ソング

SAA 森田会員

■来賓紹介

SAA 大石会員

米山奨学生

「奉仕を通じて平和を」

李 政 君

ロータリーソング ｢歓迎の歌｣
■出席者報告
第 1293 回例会

あなたも私もロータリアン
心も裸でさあ握手
あなたも私もロータリアン
心も一つでさあ握手
さあ握手
卓

会員数 35 名
出席数 24 名

SAA 安井 会員
2012 年 9 月 5 日
出席率 77.14％
欠席数 8 名

出席免除会員欠席数 3 名

第 1292 回例会（8/29）
メ－クアップ 0 名 修正出席率 80.00%

話

イニシエーションスピーチ
池田 豪 会員
山本 英一 会員

「奉仕を通じて平和を」
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新大阪ロータリークラブ
力を合わせて５０名―奉仕の輪を広げよう
■会長の時間

会長

片岡 重裕
2012.9.5

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
飯原会員、北野会員、田中会員、村木会員、
村角会員
本日の合計
今年度累計

米

山

5,000 円
45,000 円

ボ

ッ

ク

ス

飯原会員、北野会員、田中会員、谷口会員、
村木会員、村角会員、山本（恵）会員
本日の合計
7,000 円
今年度累計
49,000 円
寄付者不明の 1,000 円は申し出がありませんでし
たので、ニコニコ箱寄付にさせていただきました。

李政君 就職内定おめでとうございます！

今週月曜日の 9 月 3 日に第 3 回の増強委員会が行わ
れ、松本幹事共々参加させていただきました。委員会の皆
ニ コ ニ コ 箱
報
告
さんから活発な意見を聞き「力を合わせて 50 名―奉仕の
輪を広げよう」のスローガン通り成せば成る、と言う気持ち ■SAA
大石 会員
が広がりました。私も必ず誰かを絶対入会させよう！と思い
ます。
池田会員 恙なく一ヶ月が過ぎました。
ところで、今日、皆さんの携帯電話は 11 時に緊急速報
遠藤会員 １６日のバザー、法事のため参加でき
メールが入りましたか？｢大阪 880 万人訓練｣と言って大阪
ません。申し訳ありません。
府下にある携帯電話が 880 万台とすると電源を切っていな
北野会員 村角さん、B 級グルメの会、下見に同
い約 350 万台がいっせいになると推定しています。
伴ありがとうございました。
狙いは、災害が起こったときに、一人ひとりがどのように
田中会員 月初にて。
行動したらよいか日頃から考え、必要な準備をした上でと
谷口会員 誕生月を迎えました。もうちょっとだけ、
っさに行動ができるようにすることです。日常の備えについ
頑張ろうと思います。
て考えるきっかけにしてもらおうと大阪府が企画しました。
村木会員 月初につき。
東南海・南海地震が同時に起こった場合、マグニチュー
村角会員 まだまだ暑い日が続きそうですが、く
ド８．６程度が予想され発生してから約 2 時間後に津波が
れぐれもお身体を大切に。
大阪市に到着すると想定されています。大阪市では防潮
山本会員 暑い日々ですが、時々の大雨で救わ
堤を整備していますが、地震によって防潮扉が閉まらない
れているのですが、被害が多く他人
場合や淀川が氾濫した場合、ここ新大阪周辺でも 3 メート
事と見過ごせません。
ルから 4 メートルの浸水が予想されます。「その時」、は必
吉田会員 残暑御見舞い申し上げます。
ずやって来ます。もしもの時の役割や連絡方法など、家庭
幹事
松本 正
での会話は無いと思いますが、家族や、社員さんと話し合 ■幹事報告
・大阪ユニバーサルシティ RC より例会変更のお知らせと、
われてはどうでしょうか。
千里メイプル RC より移動例会のお知らせが届いておりま
す。回覧します。

■東日本大震災義援金報告

９月 ５日 ３，０００円

「奉仕を通じて平和を」
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・本日例会終了後定例理事会を行います。理事の方はよ
ろしくお願い致します。

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
委

員

ました「東淀川区民まつり 盲導犬育成バザー」の内容説
明と役割分担について大まかに決定をしました。当日参加
報
告
できない方も、何らかのお手伝いをよろしくお願い致しま
松川 雅典 委員長 す。

会

■会員増強小委員会

松尾 寛 会員 より

やりました海外散歩旅行！ニュージーランド・タイ・カナダ

平成２４年９月３日午後６時３０分か久富会員の回生病
院で第３回増強小委員会が開催されました。１０月２４日
（水）を夜の例会に変更して外部卓話とし、そこに候補者を
できるだけ沢山来てもらい、２次会にて新大阪ロータリーク
ラブの紹介をすることとなりました。
尚、第４回小委員会は１０月３日午後６時３０分から村木
元会長の事務所で開催します。

卓

話

・第 3 回クラブフォーラム クラブ運営委員会
生尾 雅美 クラブ運営委員長
・社会奉仕委員会 「盲導犬育成バザー」の準備
久富 義郎 社会奉仕委員長

前半は、生尾クラブ運営委員長により、今年度の親睦行
事の一つである「B 級グルメの会」について、会員各位へ
のアンケート回答を抜粋して紹介、また当日も会員より意
見が出されました。これらを参考にして、今後楽しい計画を
していく予定です。
後半は、久富社会奉仕委員長主導で、16 日に迫ってき

「奉仕を通じて平和を」
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馬鹿みたいにようヤルワ。赤いチャンチャンコの似合う７０
歳となり、さあ今からやるぞっと思った途端過去最大の病
気、しかも自慢の足に神経痛がドカンと３発、左足に２発、
ようやく一年過ぎて 山の下りが走れるようになった途端
右に一発。只今屈伸が全然出来ません、毎日転んで 手
だけで起き上がっています。なのに懲りずにカナダ９日間
で６回のトレッキング。行けば歩けるか＝無理＝ダメ でバ
ンフもレイククルーズも一人で散歩し、転んでは外人が（い
やコッチが外人か！）助けに来てくれました。「My foot is
disease but ok no problem」ナーンテ この程度
♪山はキリマン 景色はスイス 滑るスキーは北海道 ヨー
イヨーイドッコイショ ♭
*山はキリマンジャロ。ニュージーは自然をそのまま大切に
しているが やはり島国の為か小ぶり、カナダは中型箱
庭風景色 花や氷河もこぶりだけど すごいでしょうと言
ってくる。キリマンジャロは面白い＝人は黒人 土地はデ
カ過ぎ 全て野性的、道中も見飽きないし、特に山が４ブ
ロックに分かれ ジャングル・お花畑・灌木・砂漠の上に
富士山が乗っかっているという特異な形 エクサイティン
グ！
*景色はスイス。ニュージーは人も少なく 田舎っぽく なじ
み易い、人の手を入れず自然のまま残しているので、見
ていてユッタリと気持ちが良いが やはり 小型。
タイは まあいくら走っても人家車、景色も人家看板。そり
ゃ人件費安いワ！旅費２０万円で１週間食事付ききれい
なゴルフ５回。発展途上中 で 望めば何でもできる王様
気分。
カナダの景色は 人の手が入り綺麗だけれど 何処を見
ても同じ感じ。石灰質の白い川と高くない山湖と林とリス。
家は綺麗に作っているが 移民奨励国で中国人が多く
町の中は良くない。酒は公衆の前では三百ドルの罰金・
家で飲め。高級ホテルでもウォッシュレット無し 景勝地
のトイレがポットン なんかチグハグで日本の政治を見て
いるよう？でも蚊は違う 服の上から楽々プチュ、しかもウ
ジャウジャ マイッタ。やはりスイスは景色がデカイし自然
がすごい、スキーは長いしアフターも充実。日本が水洗ト
イレになった折 スキー場のトイレがそうなっていた、観光
には余程頭を使っているように感じた。でもスキーは日本
語の北海道、楽・長い・雪質グ～・日本酒ウマイ。
今回ニュージーは個人旅行し、値段は変わらす時間が
楽、雨は行き先を変更し、樽風呂を見つけては「入ろう」
が出来た。タイはよく知った人と行ったので向こうの物価
安い、がゴルフ場ではおネエチャンがボールの横で「こ
2012～13 年度 国際ロータリー会長 田中 作次
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れでアッチ向いて打ちな！打ったら乗りな」ハイ。
カナダはツアー旅行の為 値段高い 毎朝早出 小雨で
も行きます 融通効かない（効かしたけど）等事務的で疲
れました。
結局この２年程は 運が悪いのか 行けて良かったのか？
ニュージーでは１５年の友が疲れると悪い本性を出すクセ
があったらしく、お付き合い出来なくなり、タイは神経痛で
ゴルフぼろ負けは良いとして、カナダは三度目の発病直ぐ
で 向こうで悪くなり苦労しました～アッ遊びだった。
でも僕のことですので 目一杯楽しんできましたし、病気も
癌心臓脳でないだけ喜んでいます、が どんな病気も本人
にとっては 身体はだるいし 夜は声が出るほど痛むし 良
いものではありませんネ。
こんな旅行が出来たのは この性格の上に 息子が僕の
目から見ても一人前となり 時に休むほうが良い方向に流
れそうに感じたのも 一因です。
さて 次は何処に？？そろそろ海外は感動が薄れてきまし
たので、津波で弱った十和田湖遊覧船に乗り 幸せとちょ
っと人助けの両方で みなさ～ん 一緒に行きましょうよ！
（2012.09.07 FAX にて投稿頂きました。）

次週のプログラム

第 1295 回例会／2012 年 9 月 19 日
◆挨

拶
「フーテミダー Goedemiddag」 （オランダ語）

◆ロータリーソング

「歓迎の歌」

◆卓 話
交通安全教室
東淀川警察署 交通課長
門野 雅則 様

本日のメニュー
秋刀魚・・・砧巻き
秋刀魚の焼き霜造り
秋鮭白酒焼
サーロインステーキ・・・柚子胡椒風味
松茸ご飯
香物
味噌汁
フルーツ 巨峰

＊＊＊ 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
９

１０

曜日

予定

時間他

１２

水

第１２９４回 例会イニシエーションスピーチ池田会員・山本（英）会員

１６

日

東淀川区民まつり「盲導犬育成バザー」雨天時１７日（月・祝）

設営お手伝いは１０：３０集合

１９

水

第１２９５回 例会「交通安全教室」東淀川警察署 交通課長 門野雅則様

１３：３０～ 絵画クラブレッスン

２６

水

第１２９６回 例会「クラブヒストリー ５周年まで」 花原会員

３

水

第１２９７回 例会第４回クラブフォーラム職業奉仕委員会・ひったくり防止準備 １３：３０～ 定例理事会

１０

水

第１２９８回 例会「研究についての発表」 米山奨学生 李政君
イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower ・Miho´s house 他
☆素材通り☆他

「奉仕を通じて平和を」

他（C）ikoi・他 2012～13 年度
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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

