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■ 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 ＊＊＊

＊＊＊ 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 1300 回記念例会／2012 年 10 月 24 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 吉田会員

■来賓紹介

SAA 吉田会員

大阪 RC
大阪東 RC

■出席者報告
第 1299 例会

玖村 信夫 様
千種 成一郎 様

SAA 高窪 会員
2012 年 10 月 17 日

会員数 34 名
出席数 24 名

出席率 82.35％
欠席数 6 名

出席免除会員欠席数 4 名

話
「どんな会社も儲かる」
石黒 敏央 様
卓話時間１９：３０～２０：３０まで

「奉仕を通じて平和を」

第 1299 例会報告 （10 月 17 日）
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第 1298 回例会（10/10）
メ－クアップ 2 名 修正出席率 88.24%
9/27 鋳方会員
9/27 松川会員

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
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
2012.10.17

■東日本大震災義援金報告

１０月 １７日 ２，０００円

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
飯原会員
本日の合計
今年度累計

米

山

1,000 円
75,000 円

ボ

ッ

ク

ス

飯原会員
本日の合計
今年度累計

1,000 円
78,000 円

今日は第５回のクラブフォーラムで、国際奉仕委員会です。
安い国際奉仕委員長どうぞよろしくお願いします。
ニ コ ニ コ 箱
報
告
また、先週の土曜日はひったくり防止キャンペーンで自
北野 会員
転車の前かごカバーを 600 個つけることができました。盛 ■SAA
大にできたのも久富社会奉仕委員長のおかげです。また、
遠藤会員 来週、夜の例会、出席不能です。悪
警察や地域の方の動員等お世話いただき、吉田会員、北
しからず。
野会員ありがとうございました。また、参加した会員の皆様、
吉田会員、大石会員、生尾会員、北野会員の奥様方も参
久富会員 ひったくり防止キャンペーンお疲れ様
加していただきありがとうございました。昨日は IM6 組の会
でした。打上げで残った会費です。
長・幹事懇親会がありました。高島ガバナー他ガバナー補
（片岡、村木、生尾会員のおかげで
佐や会長幹事合計 18 名で行われました。今の議題は来
す。）
年 3 月 8 日に 6 組主催の震災復興チャリティコンサートを
安井会員 卓話よろしく願います。
行うことです。現在シンフォニーホールを押さえ、出演者は
湯浅会員 はじめてニコニコします。ダイビング
加藤登紀子さんや、オーケストラ、和太鼓のパフォーマン
のレスキューライセンスを取得しまし
スなどと交渉中ですが、まだ、未定です。
たが腰を痛めました。
それと、明日はオクトーバーフェスト、明後日は、健康家
吉田会員 不労所得が入りました。親睦委員長
族の会と続きます。
ありがとう。
無理の無いよう、楽しんでください。次週はコロナホテルで
の夜例会となっております。また、公開宅話ですのでお間
違えの無いようよろしくお願いします。
幹事
松本 正
話は変わりますが、皆さん、今時分にもかかわらず、蚊に ■幹事報告
咬まれませんか？
「害虫防除技術研究所」によりますとそもそも 10 月はたくさ ・地区大会の登録締め切りが１９日となっております。山中
ん越冬卵を産んだり蚊自身が越冬するために最後の栄養 伸弥氏の講演がもし可能になった場合、ご家族等が聴
を蓄えようと蚊が必死なんです。夏の蚊よりしぶとく積極的 講するにはあらかじめ登録が必要です。最終の出欠を回
に血を吸いに来ます。そして今年は特に、夏の猛暑に加 覧しますので、３８番以降のご家族名の欄に記入して下
えて渇水で卵が育たなかったんですが、9 月以降にゲリラ さい。
豪雨など雨が多くなったために今、どんどん蚊が飛び回っ
ている状態です。どうやら 11 月まで対策が必要だそうで ・大阪イブニングＲＣより例会変更のお知らせが来ておりま
す。回覧します。
す。

「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
・辻本会友所属のＪＯＣＳより会報誌「みんなで生きる」が届
きました。今号に辻本会友の原稿が掲載されていました
ので、コピーしてメールボックスへ配布しました。
・次週１０月２４日の夜例会について
・１０月３１日の例会休会について

卓

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

「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

「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

誌面の都合上、安井委員長作成資料の一部分を掲載さ
せて頂きました。全データご入用の方は事務局まで。

「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

本日のメニュー
先付
前菜
造り
焼物
揚物
炊合せ
食事
止椀
香物
果物

くるみ豆腐 生ウニ くこの実
季節の珍味七種盛り
もみじ鯛 鮪 あおり烏賊 あしらい一式
鰆 西京焼き 酢取茗荷
公魚天ぷら 茄子 青唐 みぞれ酢
鴨治部煮 石川小芋 法蓮草
カニ御飯 三つ葉 柚子
赤出し なめ子 三つ葉
三種盛り
メロン 柿

次回のプログラム

第 1301 回例会／2012 年 11 月 7 日
◆挨

拶
「ブエノス・ディアス

◆国歌斉唱
◆ロータリーソング
◆卓

Buenos dias 」
（スペイン語）
「君が代」
「それでこそロータリー」

話
「ブータンのお話」
山本 恵眞 会員

次週１０月３１日(水)は
例会休会です。次回は
１１月７日（水）です。
＊＊＊ エンブレムの囁き ＊＊＊
事務局より
１０月２６日（金）は都合によりお休みさせて
頂きます。ご用の節は松本（正）幹事まで
ご連絡をお願い致します。

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

月

日

１０

１１

曜日

予定
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

時間他
例会：１９時～２０時３０分 例会終
了後新会員候補者との懇談会

２４

水

３１

水

例会休会

12：00～12：30ＭＵ受付あり

７

水

第１３０１回 例会 「ブータンのお話」 山本 恵眞 会員

１３：３０～ 定例理事会

１４

水

第１３０２回 例会 「増強バズセッション」 会員増強委員会

★１１月２４日（土）新大阪ロータリークラブ家族会 於新大阪ワシントンホテルプラザ２Ｆ １８時より（予定）
会員・ご家族の皆様 多数のご参加をお待ちしております！詳細は後日ご案内致します。
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 国際ロータリー会長
－6－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

田中 作次

