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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

第 1297 例会報告 （10 月 3 日）

＜本日のプログラム＞
第 1298 例会／2012 年 10 月 10 日
本日の挨拶
「 ニーハオ 你好」 （中国語）
標

語
「Peace Through Service」
「奉仕を通じて平和を」

増強のための標語
「力を合わせて５０名 －奉仕の輪を広げよう」
ロータリーソング ｢週に一度の｣
週に１度の 例会に
友情の肩 たたき合い
親しき中に 厳しさを
学びて嬉し ロータリー
おゝ ロータリー
おゝ ロータリー
卓

■司会進行

SAA 高窪会員

■ロータリー・ソング

SAA 久富会員

■来賓紹介

SAA 久富会員

東京リバーサイド RC
大阪 RC
会 友

石川 和男 様
玖村 信夫 様
宮崎 信夫 様

■出席者報告
第 1297 例会

SAA 高窪 会員
2012 年 10 月 3 日

会員数 34 名
出席数 26 名

出席率 88.24％
欠席数 4 名

出席免除会員欠席数 4 名

第 1296 回例会（9/26）
メ－クアップ 0 名 修正出席率 80.00%

話
米山奨学生
李 政 君

「奉仕を通じて平和を」
花原 昭弘

会員
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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
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
2012.10.3

ツーリズムではツアー参加者の三分の二が 60 歳以上のた
びなれた人のため、「スケッチ」「写真撮影」「史跡探訪」な
どプロの指導者や解説者を同行させるツアーが好評らし
いです。その他飲み屋のレイアウト、コンビニの宅配事業
でもシニア世代の利用を狙っています。皆さんの企業も職
業奉仕と高齢者ターゲットを目指し大いに取り組んでくだ
さい。

■東日本大震災義援金報告

１０月 ３日 ４，０００円

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ

１０月が誕生月の飯原会員、稲田会員と、片岡会長、久富ＳＡＡ

飯原会員、鋳方会員、北野会員、田中会員、
花原会員、松本（圭）会員、村木会員、村角会員、
山本（恵）会員

ようやく、会長になって 3 ヶ月がたちました。あと 9 ヶ月も
本日の合計
9,000 円
あるかと思うとぞっとはしますが、1 年なんて早いものだと思
今年度累計
66,000 円
える日が早く来ると会長・幹事で願っております。また、先
日は B 級グルメを親睦委員会で企画していただきましてあ
米
山
ボ ッ ク ス
りがとうございます。おいしい沖縄料理を食べ、2 回のショ
ウを見たり楽しい時間を過ごせたと思います。
飯原会員、鋳方会員、北野会員、田中会員、
さて今月は職業奉仕と米山月間です。当クラブでの事業
花原会員、松本（圭）会員、村木会員、村角会員、
活動は 11 月 10，11 日からの東日本大震災被災地視察旅
山本（恵）会員
行からですが、後半にかけてまた出前事業も計画してもら
えると思っております。職業奉仕については高島ガバナー
本日の合計
9,000 円
が今月のガバナー月信で書かれているように四つのテスト
今年度累計
71,000 円
が基本です。また、ロータリー独自のものでもあり、重要な
奉仕活動だと思います。
ついこの間見たテレビで、先日の敬老の日の前に発表さ
ニ コ ニ コ 箱
報
告
れたのですが、日本の 65 歳以上の人口はどのくらいだと
思いますか？
■SAA
北野 会員
なんと 3074 万人(前年比＋102 万人)と初めて 3000 万人
を突破し総人口の 24.1 パーセントになりました。また、第一
鋳方会員 すっかり涼しくなりました。新たな気持
生命経済研究所のデータから 60 歳以上の人口の消費額
ちで頑張りましょう！
は 100 兆円を超えています。これは日本の消費全体の 44
遠藤会員 前回欠席のお詫び。
パーセントに当たります。いったいどんなものに使われて
北野会員 忙しい１０月が始まります。
いるのか調べると、60 から 69 歳では一番が園芸品、続い
田中会員 北野さん、村角さん、昨日のゴルフ楽
て修繕・修理、ゴルフプレー、国内パック、信仰、外国パッ
しかったです。少し頂きすぎましたの
ク、宅配の運送費で、70 歳以上では一番が介護サービス、
で、ニコニコに寄付しておきます。
続いて信仰、タクシー代、緑茶、パーマ・カット代だそうで
松川会員 １０月２４日の夜の例会、現在８名の
す。皆さん子や孫よりも自分のために使われているようで
新会員候補者が出席予定です。これ
す。この消費の宝の山をほって置く手は無いと、各業界が、
を１５名まで持って行きたく皆様ご協
ゲームセンターでは孫と一緒にゲームを楽しめるよう、ユ
力をお願いします。
ーホーキャッチャーのぬいぐるみの代わりにパックのお米
松本（圭）会員
少し、秋らしくなって過ごしやす
を入れたり、TUTAYA では 60 歳以上向けの品揃えをして
くなりました。
60 歳以上の利用者が前年比 130 パーセントになり、クラブ

「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
村木会員 月初につき。
村角会員 本日都合により早退いたします。
山本（恵）会員 今年も後３カ月、月日の経つ速
さにおどろかされます。誰かが言いま
した。人生はＬＰ盤のレコード針の様、
終わりに近づく程だんだん速くなる
と。
■幹事報告

幹事

松本 正

・次週１０月１０日の例会終了後、歴代会長会を談話室に
て行いますので、歴代会長の皆様はお忙しい中恐縮で
すがお時間を頂きますようお願い致します。
・１０月の予定表をメールボックスへ配布しておきました。ご
活用ください。
・箕面ＲＣより例会変更のお知らせが届いております。回覧
します。
・本日例会終了後定例理事会を行います。理事の方はご
参集ください。

卓

・第４回クラブフォーラム

話

ブの説明をする場合は、必ず、職業そして職業奉仕の
話をしなければなりません。でも、何も難しいことを言う
必要はありません。２つだけ言って下さい。
１つ目。職業はそれ自体、社会に対し貢献（奉仕）する
ものであること、職業間において何ら貴賤がないこと等
を自覚するとともに、自己の職業に誇りを持ち、事業を
一層発展させるべく、日夜頑張っている者の集団である
こと。
２つ目。各会員内で仕事上の情報の交換や提供をして
情報を共有したり、仕事あるいは顧客の紹介等の助け
合いをしたり、更に会員間での取引で便宜を与える等し
て、各会員の事業が少しでも発展するようクラブ全体で
協力し合っている団体である。この２つを言っていただく
だけでいいのです。１００年程前に青年事業家の手によ
ってつくられたロータリークラブはシカゴからあっと言う
間に全米、全世界に広がりました。このようにクラブ内で
事業（職業）に関して各会員が互いにサービス（奉仕）を
し合うという職業奉仕が全世界の青年実業家に受け入
れられたのです。ロータリークラブにとっての勧誘のター
ゲットは、昔も今も自らの事業の発展のため頑張ってい
る若い企業家です。勧誘の際、職業についての話を是
非していただきたいと思います。
・ひったくり防止キャンペーンの準備
社会奉仕委員会 久富 義郎委員長

職業奉仕委員会
村木 茂 委員長

１０月１３日（土）１６時より関西スーパー瑞光店前広場に
て行う「ひったくり防止キャンペーン」の準備について、従
職業奉仕と増強
来は事前に自転車カゴカバーに新大阪ＲＣのシールを貼
１．職業奉仕はロータリーの金看板です。しかし、実際、そ っていましたが、今回はカバーを自転車に取り付ける際に
う思っている人は少ないと思います。なぜなら、勧誘の シールも貼ってはどうかと久富委員長より提案がありまし
た。
際、ほとんどの人は職業奉仕の話をされておられませ
従って、当日皆様のご協力をよろしくお願い致します。
ん。
（会報委員会）
でも、ロータリークラブにとって職業そして職業奉仕は
本質です。それが、唯一他の奉仕団体と区別できる点
だからです。
委
員
会
報
告
従いまして、ロータリアンが第三者に対しロータリークラ

「奉仕を通じて平和を」
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新大阪ロータリークラブ

本日のメニュー

次週のプログラム

鯛の菊花和え
お刺身盛り合せ 縞鯵 鮪 烏賊
鰆の柚庵焼き
鰤と大根の煮付け
牛ヒレステーキ ジャパニーズソース
ご飯 香物 味噌汁
梅ゼリー ミントを添えて

第 1299 回例会／2012 年 10 月 17 日
◆挨

拶
「ニーハオ 你好 」 （中国語）

◆ロータリーソング
◆卓

バナー交換

「週に一度の」

話

第５回クラブフォーラム
国際奉仕委員会
安井 一男 委員長

＊＊＊ エンブレムの囁き ＊＊＊

東京リバーサイドＲＣの石川和男様（９月２６日例会出席）
よりバナーをお送りいただきました。新大阪ＲＣからも１０月
５日にお送りしました。

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

１０

曜日

予定

時間他

１０

水

第１２９８回 例会 米山奨学生 李政君

１３：３０～歴代会長会 於談話室

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１２９９回 例会 第５回クラブフォーラム 国際奉仕委員会

１３：３０～ 絵画クラブレッスン

１８

木

オクトーバーフェスト 於スーパードライ梅田 １８：３０～

２４

水

第１３００回 例会 【夜例会】 於大阪コロナホテル 公開卓話
「どんな会社も儲かる」 石黒 敏央 様

例会：１９時～２０時３０分 例会終
了後新会員候補者との懇談会

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」

－4－

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

