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新大阪ロータリークラブ

創立 昭和 60 年 5 月 8 日

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 2012.11.21

＊＊＊ 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 1303 回例会／2012 年 11 月 21 日
本日の挨拶
「ブエノス・ディアス
標

Buenos dias 」
（スペイン語）

語
「Peace Through Service」

■ロータリー・ソング

SAA 吉田会員

■来賓紹介

SAA 生尾会員

大阪城北ＲＣ
大阪城北ＲＣ

「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 ｢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

■出席者報告
第 1302 回例会
会員数 34 名
出席数 25 名

西田 恵心 様
川本 達雄 様

SAA 鋳方会員
2012 年 11 月 14 日
出席率 85.29％
欠席数 5 名

出席免除会員欠席数 4 名

卓
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

「奉仕を通じて平和を」

第 1302 回例会報告 （11 月 14 日）
■司会進行
SAA 鋳方会員
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第 1301 回例会（11/7）
メ－クアップ 4 名 修正出席率 82.35%
11/07 生尾会員
11/10 鋳方会員
11/10 松本(圭)会員
11/10 松本(正)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
2012.11.14

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
飯原会員、鋳方会員、生尾会員、北野会員、
谷口会員、久富会員、横山会員
本日の合計
今年度累計

米

山

ボ

7,000 円
89,000 円

ッ

ク

ス

飯原会員、鋳方会員、生尾会員、北野会員、
谷口会員、久富会員
本日の合計
6,000 円
今年度累計
91,000 円
皆さんおはようございます。今日は地区大会のＰＲに大阪
中ノ島ロータリークラブから実行委員の皆さんがお見えで
ニ コ ニ コ 箱
報
告
す。また、よろしくお願いします。さて、先週例会の後山根
村角 会員
会員の事務所で増強委員会がございました。山根会員と ■SAA
もお話ができ、また、増強についても今年度の指針がまと
大阪城北ＲＣ 川本 達雄 様
められてきたと思います。増強委員会の皆さん、ご苦労様
ＩＭのＰＲにまいりました。よろしくお願
でした。また、先週の土・日に東日本大震災被災地視察ツ
い致します。
アーに行ってまいりました。復興支援プロジェクトの委員長
鋳方会員 岩手、宮城、福島と震災地を回ってき
の中川会員、また、旅行の折衝をしていただいた鋳方会
ました。あまりの悲惨さに驚きました。
員、現地でのアポを取っていただいた松本幹事、お世話
私達ができることは何があるでしょう
になりました。10 人で参りましたが、どうしても阪神・淡路大
か？
震災と比べることが多いのですが、死者は東日本が 15871
生尾会員 ２人目の孫が出来ました。うちの近く
人、阪神が 6434 人また、行方不明者がいまだ 2778 人もい
に住んでるので賑やかになります。
らっしゃいます。水死は 92.5 ㌫で阪神では約 90 ㌫が圧死
遠藤会員 前回欠席のお詫び。
でした。また、60 歳以上が 65.2 ㌫にも及びました。漁船被
北野会員 東北は、涙、涙、涙の世界でした。お
害は 22000 隻以上で、阪神では 40 隻。魚港は 300 箇所
つかれさまでした。
以上が被害にあい、そのうち 263 箇所が壊滅的な被害を
田中会員 北野様、村角様昨日の淀川区民ゴル
受けました。阪神では 17 箇所でした。農地では 23600 ㌶
フに参加して頂きありがとうございまし
が海水につかって利用できない状態です。また、福島の
た。楽しかったです。
原発事故による被害もまた深刻です。後ほど、まだまとめ
てはおりませんが、ぜひとも現状を皆さんにお見せしたい
谷口会員 すっかり秋ですね。もう少し頑張りまし
と思います。以上です。
ょう。
久富会員 東北旅行ありがとうございました。見る
眼が変わりました。
松本(圭)会員 東北ツアーに行ってきました。残骸
がまだたくさん放置され、復興はまだ
遠い感じです。又自分も１回しか生き
れないんだなあと痛感致しました。
横山会員 中川さん、旅行ではお世話になりまし
■東日本大震災義援金報告
１１月 １４日 ５，０００円
た。

「奉仕を通じて平和を」
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新大阪ロータリークラブ
■幹事報告

幹事

松本 正

★本日のビジター

・地区大会の名札が届きました。案内は全員に、名札は当
日出席会員のメールボックスへ入れております。
名札が入っていない方で、当日出席できる方は事務局
までお申し出ください。
また、ご家族、お知り合い等で特別講演のみ聴講ご希望
の方には整理券をお渡しします。
尚特別講演は１５時からの予定となっております。
・１１月７日の定例理事会議事録を皆様のメールボックスへ
配布しておきました。ご確認下さい。
・本日ＰＲしていただきました２０１２年度ＲＩ第２６６０地区Ｉ
Ｍ第６組インターシティミーティングの参加申込書を回覧
します。大勢のご参加をよろしくお願い致します。
・１１月２８日はガバナー補佐訪問です。週報最終ページ
にも掲載の通り、全員出席をお願いします。又、当日は
例会終了後にクラブ協議会をおこないますので、委員長
各位は今年度事業計画について、小委員会を含めて発
表していただきます。ご準備をお願いします。

委

員

会

■社会奉仕委員会

報

告

久富 義郎 委員長

大阪城北ＲＣ 川本 達雄 様(左)、西田 恵心 様(右)に
２０１３年２月９日開催のＩＭのＰＲにお越しいただきました。

口と足で描く芸術家協会より、年賀状、カレンダー等の
カタログが届きました。回覧しますので皆様購入のご協力
をお願いします。
日本ライトハウスより会報誌とカレンダー販売のお知らせ
が届きました。こちらも回覧します。購入ご希望の方はお
申し出ください。

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

１１月１０日(土)～１１日(日)の東日本大震災被災地視察
ツアーの様子を片岡会長がビデオに撮っておられ、それ
を上映しました。まだ帰ったばかりで、編集がされていませ
んでしたが、主な被災地の現状や福島中央ＲＣの方々と
の懇談会の様子など、片岡会長と松本幹事がよくわかるよ
うに説明をして下さいました。
１１月２８日には報告②として、中川震災プロジェクトチ
ーム委員長が卓話をする予定となっております。
（会報委員会）

「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

蕪のクリームスープ
牛ヒレステーキ シャリアピン
ロールパン＆フランスパン
デセール カスタード・プリン
珈琲

第 1304 回例会／2012 年 11 月 28 日
～ガバナー補佐訪問～
◆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。
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

Buenos dias 」
（スペイン語）
「それでこそロータリー」

◆卓

話
「東日本大震災被災地視察ツアー報告②」
中川 建司 会員
◆例会終了後 クラブアッセンブリー
「クラブ協議会」

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

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

１３：３０～絵画クラブレッスン

イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower・http://ikoi12.fc2web.com/2.htm 他
Miho´s house 他 ☆素材通り☆他

「奉仕を通じて平和を」

他（C）ikoi・他
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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

