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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
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 2012.11.7

＊＊＊ 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 1301 回例会／2012 年 11 月 7 日
本日の挨拶
「ブエノス・ディアス
Buenos dias 」
（スペイン語）
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」
国歌斉唱 「君が代」
ロータリーソング ｢それでこそロータリー｣
どこであっても やあと言おうよ
見つけた時にゃ おいと呼ぼうよ
遠い時には 手を振り合おう
それでこそ ローローロータリー

第 1300 回例会報告 （10 月 24 日）
■司会進行
SAA 久富会員
■ロータリー・ソング

SAA 北野会員

■来賓紹介
SAA 北野会員
公開卓話ゲスト
石黒 敏央 様
例会招待ゲスト
森 莞爾 様、杉岡 晃好 様、廣瀬 育弘 様、
三島 和雄 様、小川 憲英 様、太田 雅裕 様、
山下 保美 様、平山 幸彦 様、稲葉 久司 様、
向井 秀史 様、射手矢 文子 様 （順不同）
会
友
宮崎 信夫 様
■出席者報告
第 1300 回例会
会員数 34 名
出席数 21 名

SAA 久富 会員
2012 年 10 月 24 日
出席率 91.18％
欠席数 3 名

出席免除会員欠席数 10 名

卓

話
「ブータンのお話」
山本 恵眞 会員

「奉仕を通じて平和を」

第 1299 回例会（10/17）
メ－クアップ 3 名 修正出席率 91.18%
10/14 山本（恵）会員 10/23 山本（英）会員
10/20 池田会員
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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
2012.10.24

■東日本大震災義援金報告

１０月 ２４日 ４，０００円

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ

本日の合計
今年度累計

米

山

0円
75,000 円

ボ

ッ

ク

ス

皆さんこんばんは。昨晩、今朝と寒かったですね。今晩は
本日の合計
0円
一段と寒くなるそうですから、風邪など召されないよう気を
今年度累計
78,000
円
つけてください。
さて、今年度初めての夜例会です。今日は石黒先生を
お招きして「どんな会社も儲かる」と言う内容で公演をお願
いしておりますが、公開卓話という事で、大勢のお客様が
ニ コ ニ コ 箱
報
告
お見えです。卓話（たくわ）と言われてもご存じない方もお
田中 会員
られると思います。卓話は主な場合、業界などの事情に関 ■SAA
してよくわかっている者が担当して参加者に説明していく
ことですが、聴衆にとっては日頃に接することができない
大石会員 ①廣瀬さんをお招きして。ゆっくり楽
業種に属している人々の話をうかがうことができるがため、
しんで下さい。
聴くことで自身の世界に対する視野が広がり人生において
②３０２６メートル登頂バンザイ！
の大きな糧となることが期待できる、と記されています。今
田中会員 乗鞍岳登頂してきました。初心者でも
日まさに当てはまる内容であり皆さんの期待も大きいと思
３０００ｍ級の体験が出来ました。先
います。年間 40 数回の卓話の中には、ロータリーの事業
輩の指導のおかげです。
の内容から今日のような外部卓話など、様々ありますが、ロ
花原会員 乗鞍岳の最高峰「剣が峰３０２６ｍ」に
ータリークラブには奉仕活動の中で職業を通じて奉仕を行
登って来ました。頂上から３６０°パノ
うことがありますが、当然、各メンバーの事業の健全化が大
ラマは最高でした。３日間天気も良く、
切です。まず、仕事あっての奉仕活動だと考えています。
おいしい料理、温泉、ゆかいな仲間
今年度、当クラブは「楽しみましょうロータリークラブ」をテ
に恵まれすばらしい３日間でした。
ーマにしております。どうか皆さん、｣今日は楽しんでくださ
松川会員 １１名のお客様。ようこそおいで下さ
い。
いました。
吉田会員 三島さん、遠い所からの出席ありがと
★１１月のバースデーロータリアン
う。

■幹事報告
１１月０７日
１１月１１日
１１月２９日
１１月２９日

松川会員
松本（正）会員
大橋会員
松尾会員

「奉仕を通じて平和を」

幹事

松本 正

・次週１０月３１日は例会休会です。
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卓

話

「どんな会社も儲かる」
石黒 敏央 様

講師 石黒 敏央 氏 経歴
昭和４０年（１９６５） 修猷館高校卒
４５年（１９７０） 九州大学工学部機械工学科卒
４５年（１９７０） (株)久保田鉄工入社（車両技術部配
属）
５５年（１９８０） 米国ロスアンジェルス駐在（技術担当
部長）
６１年（１９８６） トラクタ技術部主査
平成１３年（２００１） 研究業務部長（人事・予算・企画）
１５年（２００３） (株)クボタシステム 社長
２１年（２００９） (株)ブラスト＆パイン設立
２１年（２００９） (株)浅川組経営アドバイザー
(株)晟峰 社外取締役・顧問
現在に至る

１０月２４日は夜例会を大阪コロナホテルにて開催し、外
部ゲスト１１名をご招待し公開卓話「どんな会社も儲かる」
を石黒敏央様に講演していただきました。石黒様は当クラ
ブ松川会員の高校の同級生で、上記の経歴のとおり企業
の再生や、会社設立に携わってこられました。
当日出席のゲストの皆様や会員の多くは会社経営者で
あり、ご自身の経営において非常に参考になったことと思
います。
また、卓話終了後は大石会員の素晴らしい司会の下、
質疑応答をもって懇談会も行われました。
卓話の内容については、別紙コピーを本日皆様に配布
しますので、そちらをご覧ください。
（会報委員会）

「奉仕を通じて平和を」
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会長・会報委員長の会社訪問

第４回

村木 茂 会員 （青葉総合法律事務所）

第四回は、１０月３日(水)の午後６時２０分から西天満の
交差点を少し南に下がった梅田プラザビル別館７階にお
邪魔しました。私が少し遅れた加減でご迷惑をおかけしま
したが、村木会員に案内されて田中委員長と応接室に入
ると、すぐ、事務長の前田利夫様に応対していただきまし
た。前田様は、平成４年の１０月に紹介されて以来、村木
会員と共に事務所に所属され、性格もよくわかっておられ
るとのことでした。事務所は、村木会員を含めて弁護士さ
んが３人、それと前田さんとそのほか女性事務員が３人の
合計７人とのことでした。村木会員は、ざっくばらんで裏表
がなく、話し方も巧みで、人を怒らせて帰ったことがないそ
うです。相手を納得させるまで話し合い、また人の悪口は
言わないとのことです。女性には優しく、職業柄、引きどこ
ろ、押しどころを心得ておられ、また、同期の会等の横の
つながりも強いそうです。ロータリーとのかかわりをお聞きし
ましたところ、会長をされていた時の毎週水曜日に、欠か
さず出席される律儀さを見て感心したとのことです。また、
村木会員は、自分から約束を破ることは決してなく、ほか
の弁護士さんからの人望もある、そうです。また、今は乳酸
菌飲料の件で楽しんでおられるとおっしゃっていました。

「奉仕を通じて平和を」
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そこで、村木会員に案内してもらって、すぐ近くのビルの
オフィスにお伺いしましたところ、驚いたことに元会員の谷
口氏が働いておられました。会社を辞めて村木会員の元
で働いておられる、とのことです。机に向かって座るなり、
村木会員から｢山本富士子と藤原紀香の共通点は？｣と聞
かれましたが、二人ともさっぱりわからず、教えを請うと「初
代と第 24 代のミス日本」とのこと。
何の話か聞いてみると、「第 25 代ミス日本がわしのところで
働いてるんや！」と教えられました。
村木会員の知り合いから、この乳酸菌飲料を飲めばがん
にならない、と言われ、健康食品（乳酸菌）の販売を思い
ついたそうです。現在、５種類の健康食品を開発中で、年
内にも販売を開始されるようです。その商品には、そのい
ずれにもＲＹＫＥＭ（リケイム）という冠がつくそうです。良子
（娘さん）、啓介（息子さん）、村木の頭文字から思いつい
たそうです。
以上、副業を含めてのご紹介でした。

2012～13 年度 国際ロータリー会長 田中 作次
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☆米山奨学生 李政君より写真が届きました！
先日１１月３日（土・祝）～４日（日）、米山奨学会（関西）
の親睦旅行がありました。行先は黒部峡谷です。米山カウ
ンセラーの山本 恵眞会員と李政君二人で参加してこられ
ました。
李政君より、写真を数枚送っていただきましたので掲載
します。

雄大な黒部の景色がすばらしいですね。李政君、旅行
はとても楽しかったとの事。７日例会出席の折、皆さんに報
告がありますので、どうぞご期待下さい。
（会報委員会）

「奉仕を通じて平和を」
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本日のメニュー

次週のプログラム

帆立貝・鱈場蟹のミルフィーユ仕立て
ルッコラソース
カリフラワーのクリームスープ
フランスパンとロールパン
鯛のローストにポテトクリーム
秋野菜いっぱい
珈琲

第 1302 回例会／2012 年 11 月 14 日
◆挨

拶
「ブエノス・ディアス

◆ロータリーソング
◆卓

Buenos dias 」
（スペイン語）
「それでこそロータリー」

話
「会員増強バズセッション」
会員増強小委員会

１１月２８日はガバナー補佐訪問です。
全員出席をお願いします。
例会終了後、「クラブ協議会」を開催し
ます。各委員会委員長は今年度事業
計画について発表をお願いします。

＊＊＊ エンブレムの囁き ＊＊＊

各委員会付随の小委員会の発表をま

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。

とめて委員長にして頂きます。
事業計画書を忘れずご持参ください。

予定表

月

日

１１

曜日

予定

時間他

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

１０

土

～１１日（日）震災復興支援東北視察旅行

１泊

１４

水

第１３０２回 例会 「増強バズセッション」 会員増強小委員会

２１

水

第１３０３回 例会 「クラブヒストリー ６年目から１０周年まで」

２４

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２F １７：３０会場 １８：００開宴

２８

水

第１３０４回 例会 ガバナー補佐訪問 卓話「震災旅行報告」

絵画クラブレッスン

例会終了後 クラブ協議会

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

