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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 ＊＊＊

＊＊＊ 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 1296 例会／2012 年 9 月 26 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」
「奉仕を通じて平和を」

第 1295 例会報告 （9 月 26 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 森田会員

本日の卓話ゲスト

東淀川警察署
交通課長 門野 雅則様

■出席者報告
第 1295 例会

SAA 安井 会員
2012 年 9 月 19 日

ロータリーソング ｢歓迎の歌｣
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 22 名
出席免除会員欠席数 5 名

第 1294 回例会（9/12）
メ－クアップ 1 名 修正出席率 80.00%
9/16 花原会員

話

「クラブヒストリー
５周年まで」
花原 昭弘 会員

「奉仕を通じて平和を」

出席率 77.14％
欠席数 8 名

－1－

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
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
2012.9.19

子二人に菅本夫人らが加わっての街頭募金では 25438 円
ありました。大変な一日でしたが、盲導犬育成のためのチ
ャリティーであるという目的を十分地域に周知できたと思い
ます。ありがとうございました。
■東日本大震災義援金報告

９月 １９日 ，０００円

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
飯原会員、生尾会員、遠藤会員、北野会員
中川会員
本日の合計
今年度累計

米

山

5,000 円
54,000 円

ボ

ッ

ク

ス

飯原会員、生尾会員、遠藤会員、北野会員
本日は交通安全週間ということで、東淀川警察署 交通
中川会員
課長の門野様にお越しいただいております｡後ほどよろし
くお願いいたします。
本日の合計
5,000 円
さて９月１６日の東淀川区民祭りでは久富社会奉仕委員
今年度累計
58,000 円
長初め参加された皆さん、本当にお疲れ様でした。たくさ
んのバザー商品を持ってきていただいた会員の皆さんあり
がとうございました。販売や募金活動に主となってがんば
ニ コ ニ コ 箱
報
告
っていただいた、奥様方、生尾夫人、北野夫人、菅本夫人、
大石 会員
田中夫人、花原夫人、村角夫人、吉田夫人ありがとうござ ■SAA
いました。また、谷口さんのバルーンアートの師匠ご夫婦も
生尾会員 区民まつりお疲れ様でした。
来ていただき、ありがとうございました。
今回は、久富委員長の企画で、子供たちのゲームをや
遠藤会員 前回欠席のお詫び。
め、野菜・ピオーネ・さつま芋の販売、かき氷に切り替えま
大石会員 区民まつり 欠席のお詫び。まだまだ
したが、皆さんにご苦労を強いることになりました。
夏ですね。
野菜は、箕面の農家から、ピオーネは宝塚の岡山産地
北野会員 区民まつり終りました。今度はメンソ
販売所から花原会員に運んでいただき、またさつま芋は久
ーレ島唄ライブ、皆で一緒に踊りまし
富委員長のご兄弟の和歌山から、また、かき氷の機械、備
ょう。
品は生尾会員が運んで準備していただきました。バザー
田中会員 区民まつり、お疲れ様でした。
品は吉田会員初めメンバーの方にお手伝いしていただき
中川会員 チャリティバザーお疲れ様でした。
ました。
花原会員 チャリティバザー暑い中お疲れ様で
始まってすぐににわか雨が降り、また、なかなか盲導犬
した。打上げの美味な料理と楽しい
が来なくてハプニング続きでした。前もってバザー品も定
一時有難うございました。
価の設定をして６割で販売しようと準備したのですが、売
久富会員
盲導犬育成チャリティバザー盛況で
れ筋と売れにくいものの差があり、売れ残りも出ましたが、
終わりました。皆様お疲れ様でした。
15 万以上の売り上げでした。野菜などは半額にして何とか
楽しいことは疲れますネ。でもまたや
売り切ってもらいましたが、5000 円以上の黒字にはなって
りましょう。
います。カキ氷も 10 貫氷を買ったのですが、２貫あまりまし
たが、4～5000 の黒字です。他の 3 店舗ではないフルーツ
松本（正）会員 先日の区民まつり、中学の同窓
入りがよかったみたいですし、暑さの解消になったと思い
会の為欠席し、申し訳ありませんでし
ます。谷口会員のバルーンアートの募金箱には 3874 円入
た。参加された皆様、お疲れ様でし
ってました。また、去年も来てくれた下新庄小学校の女の
た。

「奉仕を通じて平和を」
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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
■幹事報告

幹事

松本 正

・地区大会の出欠を再度回しますのでご記入をお願いしま
す。パンフレットは以前に皆様に配布済みです。
・大阪城南ＲＣより事務局移転のお知らせが届きました。移
転先は事務局にお尋ねください。

卓

話

交通安全教室
東淀川警察署 交通課長
門野 雅則 様

「奉仕を通じて平和を」
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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

次週のプログラム
本日のメニュー
帆立貝と小海老の酢味噌和え
お刺身盛り合せ 鯛 烏賊の焼き霜 甘海老
秋刀魚の照焼
穴子の山芋蒸し
サーロインステーキ西京味噌漬け焼き
ご飯（ちりめん山椒）
味噌汁
香物
旬のフルーツ

第 1297 回例会／2012 年 10 月 3 日
◆挨

拶
「ニーハオ 你好 」 （中国語）

◆国歌斉唱 「君が代」
◆ロータリーソング 「週に一度の」
◆卓

話

・第４回クラブフォーラム 職業奉仕委員会
村木 茂 委員長
・ひったくり防止キャンペーン準備

＊＊＊ エンブレムの囁き ＊＊＊

２０１２年度 増強のための標語の幕が完成しました！
皆様の尚一層のご協力をよろしくお願い致します。

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。

予定表
委
月

日
９

１０

曜日

員

会

報

予定

告
時間他

２６

水

第１２９６回 例会 「クラブヒストリー ５周年まで」 花原会員

睦輪会 会長・幹事交流会 18：30～

２７

木

第１回 B 級グルメの会 １８：３０～ 於「島唄ライブ琉球」

大阪駅前第３ビル B-2

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 米山奨学生 李政君

１３

土

ひったくり防止キャンペーン 於関西スーパー瑞光店 １６時～

終了後打上

１７

水

第１２９８回 例会 国際奉仕委員会担当 タイトル未定

１３：３０～ 絵画クラブレッスン

イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower 他
Miho´s house 他 ☆素材通り☆他

「奉仕を通じて平和を」
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2012～13
年度
他（C）ikoi
・他 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

