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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 2012.11.14

＊＊＊ 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 1302 回例会／2012 年 11 月 14 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」

第 1301 回例会報告 （11 月 7 日）
■司会進行
SAA 花原会員
■ロータリー・ソング

SAA 村角会員

■来賓紹介
会
友
米山奨学生

SAA 村角会員
岡田 孝司 様
李 政 君

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」
■出席者報告
第 1301 回例会

国歌斉唱 「君が代」

会員数 34 名
出席数 20 名

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

出席率 73.53％
欠席数 9 名

出席免除会員欠席数 5 名

卓
話
「東日本大震災被災地視察ツアー報告①」
片岡会長
松本幹事

「奉仕を通じて平和を」

SAA 花原 会員
2012 年 11 月 7 日

－1－

第 1300 回例会（10/24）
メ－クアップ 1 名 修正出席率 88.24%
11/07 山根会員
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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
2012.11.7

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
飯原会員、片岡会員、北野会員、中川会員、
村木会員、村角会員、安井会員
本日の合計
今年度累計

米

山

7,000 円
82,000 円

ボ

ッ

ク

ス

飯原会員、片岡会員、北野会員、中川会員、
村木会員、村角会員、山本会員
本日の合計
今年度累計

片岡会長と１１月が誕生月の松尾会員、松川会員

7,000 円
85,000 円

皆さんおはようございます。前回の夜例会では多数ご参
加いただいてありがとうございました。増強委員会、ＳＡＡ
ニ コ ニ コ 箱
報
告
の皆さん、ご苦労様でした。また、コロナホテルの森田会
員、おいしい食事をありがとうございました。もう、入会者の ■SAA
池田 会員
名前も挙がっております。さて、２週間ぶりですが、急に寒
くなってまいりましたのでお風邪など召されていません
岡田会友 ご無沙汰致しています。会員皆様方
か？ ２週間の間に私は第２回クラブ研修リーダーセミナー
のクラブ活動、奉仕、心よりお喜び申
に参加してまいりました。その時頂いたＲＩ会長のクラブ強
し上げます。
化のヒントを皆さんにお配りします。また、前もってのアンケ
片岡会長 親睦の家族会よろしくお願いします。
ート結果に基づいてテーブルディスカッションが行われま
北野会員 本日は、アメリカは選挙、日本は？ロ
した。アンケートでは２６６０地区８３クラブで３６６０人、平均
ータリーは？
会員数 44.1 人、平均年齢 63.2 歳、クラブの平均年齢 35.2
中川会員
土日、東北へ行ってきます。
歳、女性総会員数 204 名、所属クラブ数５０。また、活性化
村木会員 月初につき。
に寄与している事例は親睦活動、例会の活性化等でし
村角会員 急に寒くなってきました。風邪には十
た。
分気をつけましょう。
さて、ご家庭にも郵送させていただきましたが、もう、今
森田会員 先日は夜の例会ありがとうございまし
月 24 日に家族会がここワシントンホテルで行われます。エ
ンターテイメントには 1000 曲も演奏できる歌手でギタリスト
た。
の池田ヨシヒロしにお願いしています。また、映像にてクラ
安井会員 ワシントンホテルに泊まっているエネ
ブヒストリーや前半行事、また東日本大震災被災地視察ツ
オスの野球部応援御願いします。
アーの内容も織り込みたいと思います。回覧もまわします
山本会員 今日は卓話の時間を頂き有難うござ
ので、ぜひご参加いただきますようよろしくお願いいたしま
います。満足して頂けるかどうか、は
す。どうもありがとうございました。
なはだ・・・。
■幹事報告

■東日本大震災義援金報告

１１月 ７日 ４，０００円

「奉仕を通じて平和を」
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副幹事

北野 克美

・１１月の月間予定表を皆様のメールボックスへ配布してお
ります。
・本日例会終了後、定例理事会を行います。
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卓

は万一に備えて携帯用酸素ボンベを持たされました。峠
から見た景色は、丁度長野県の乗鞍穂高に登って辺りを
見渡して居るような景色でした。食事は中国料理似て居り、
好き嫌いなくおいしく頂けました。
ブータン滞在は三日間でしたが夏なのに初秋の感じで、
樹木、草花も青々と茂り全く日本の田舎に居るような感じ
でした。朝晩は温度も下がり、肌寒さを感じる位でした。
旅行仲間の一人がもう一度来たい処、や住んでもいい
なあと感想を漏らして居ました。

話

「ブータン王国旅行の想い出」
山本 恵眞 会員

本日卓話の時間を頂き有り難うございました。私がブー
タンに旅行した事があると言うことで体験談をせよとの事で
今日の卓話となりました。旅行したのは今から七年前のこと
ですので、私が撮って来たビデオを映しながらの話しとさ
せて頂きます。
始めにブータン王国についてパソコンより「ヤフー」の検
索でブータン王国を探したら、２０頁にわたる資料が出てき
ました。全部コピーするのは大変ですので、私の偏見と独
断でその内容を５～６頁にまとめて皆様にお配りしたので
それをご一読下されば同国についての凡そのことがお判り
になれるのではないかと思います。
ブータン王国は地理的にはインドの北、ネパールの右、
中国の左、北はヒマラヤ山脈に囲まれた処で、大きさは日
本の九州位と言われています。仏教（チベット系の一派）を
国教として居り、経済大国を目指すのでなく、国民一人一
人が幸せを感じると言う精神の安定を図ることを国の柱と
する政治が行われて居り穏やかな国民性が感じられまし
た。
首都はティンプーという処で、地形は市の周りを三千米
級の山々で囲まれ、平野ではなく北から南へ扇状形にな
だらかに傾斜した河川段丘の様です。
衣服は一般に日本の綿入れ着物に似た様な物で、顔も
日本人によく似て居り親近感を感じました。人情は穏やか
で人なつこいと言う感じを受けました。
交通手段は小型のバス（二十人乗り位）で、ほとんどの
人が歩いて居る歩行生活だと思います。
自動車に乗って居る人はほとんど居ません、（もっとも坂
の多い街だからかも知れませんが）隣の町へ行くには三千
米級の峠を越えて行かねばなりませんから、私達旅行者

「奉仕を通じて平和を」
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写真：東京ブータン王国名誉総領事館ＨＰより掲載
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健康家族の会 ご報告
２０１２年１０月１９日（金）～２１日（日）
花 原 昭 弘

「第 28 回
頂上で

秋彩

乗鞍岳」

四方意気のむ

織錦

10 月 19 日 午前 8 時 15 分十三松尾歯科医院を 6 名で出発。村角夫妻は別の車で現地合流。名神
→中央道、恵那峡 SA で昼食。長野道 松本 IC を出て、途中牧場にてソフトクリーム等を食べて、
16 時本日の宿「白樺の庄」に着きました。しばらくして、村角夫妻も到着。荷物を部屋に入れて、
すぐに乳白色の酸性硫黄泉の露天温泉に入り、夕食は飛騨牛のシャブシャブや造り・いわなの塩焼
きなど、山のペンションとしては、すごいご馳走でした。アルコールもそこそこに明日に備えて早
めに就寝。
翌朝は朝食後、8 時のバスで 1 時間、林道 乗鞍岳線を登り 2770ｍの肩ノ小屋口バス停で下車。
乗鞍岳が火山だったので、大きなゴツゴツした石場を 1 時間登りました。途中、岩陰にはめずらし
く 5cm ぐらいの霜柱が立っていました。肩ノ小屋口で 3 人と別れ、5 人で遠く正面にそびえる剣ヶ
峰をめざしました。
ハイマツ以外の低木は全くない火山岩のガレ道をジグザグに登ると蚕玉岳（こだまだけ）に辿り
着きました。ここから一旦稜線鞍部に出ると、冷たい風がまともに身体に当たり、身を低くして進
み、今回はリーダーがいない為、全員弱音もはかず黙々と歩を進めようやく乗鞍神社本宮がある剣
ヶ峰（3026ｍ）に辿り着きました。山頂は快晴で、眼下に一面の雲海。遠くアルプスの峰々の中に
槍ヶ岳がひときわ存在感を示していました。登山の魅力のひとつがこの 360℃パノラマです。本宮
にお参りして肩ノ小屋口から畳平まで午後 1 時に下山。昼食後バスで観光センターまで下り、3 人
と合流しました。

「奉仕を通じて平和を」

－4－

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
乗鞍高原散策の楽しみが滝めぐりです。三本滝は日本の滝百選にも選ばれていて、レストハウス
から 25 分森に入り、かなり揺れる虹の吊り橋を渡るとありました。三本の滝がひとつに合流して
いるめずらしい滝です。
「深き森 心も洗う 滝しぶき」善五郎の滝は幅 8ｍほどの端正な滝で、滝見
台から眺めると、滝上に乗鞍岳が映えて、まるで絵画のようでした。
宿に帰り、露天風呂で手足をのばし疲れをとり、夕食はすきやきと造り・やまめの塩焼き・きのこ
類等のご馳走でビール・ワイン・焼酎と酒もすすみました。夜 9 時頃から車で 10 分、星の丘に行
くと周囲に明かりがなく、暗闇の空は星が降るがごとくすばらしい満点の星空でした。
翌日は朝露を踏みしめての早朝散歩の後朝食。9 時に白樺の庄を出発。一の瀬牧場でソフトクリ
ームを買い、乗鞍岳を背景にすばらしい紅葉を写真に収めました。途中、道の駅でリンゴ・野菜を
買い、木曽福島までドライブ。有名なくるまや本店でそばを食べ、妻籠宿を散策後、木工製作所や
野沢菜の店等に寄り、16 時中央道 園原 IC より高速に入り、養老 PA で村角夫妻と別れ、20 時に
十三に着き解散しました。今回は好天に恵まれ、3000m 級にも登れ、風呂・食事ともに良く、良き
仲間と盛りだくさん充実した 3 日間でした。

「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

お刺身盛り合せ 鮪・鯛・烏賊
鰆の西京味噌焼き
焼き穴子 三つ葉 湯葉巻き
牛ヒレステーキ 法蓮草のおしたし添え
鮭ご飯 香物 味噌汁（さつま豚汁）
フルーツ ラ・フランス ザクロ

第 1303 回例会／2012 年 11 月 21 日
◆挨

拶
「ブエノス・ディアス

◆ロータリーソング

１１月２８日はガバナー補佐訪問です。

◆卓

Buenos dias 」
（スペイン語）
「それでこそロータリー」

話
「クラブヒストリー ６年目から１０周年まで」
片岡 重裕 会長

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
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。

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

１１

１２

曜日

予定

時間他

１４

水

第１３０２回 例会 「東北被災地視察ツアー報告①」

１３：３０～親睦委員会

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」

１３：３０～絵画クラブレッスン

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「震災ツアー報告②」 例会終了後 クラブ協議会

５

水

第１３０５回 例会 年次総会

１３：３０～定例理事会

１２

水

第１３０６回 例会 ガバナー公式訪問１２：００～写真撮影（全員）

１１：３０～ガバナーとの懇談会

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
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