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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

Ｎｏ．1305

http://www.shin-osakarc.jp

＊＊＊ 四つのテスト ＊＊＊
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＊＊＊ 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 1304 回例会報告 （11 月 28 日）
■司会進行
SAA 鋳方会員

＜本日のプログラム＞
第 1305 回例会／2012 年 12 月 5 日
本日の挨拶
「グッド アフタヌーン Ｇｏｏｄ ａｆｔｅｒｎｏｏｎ 」
（英語）
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 ｢我らの生業｣
我らの生業 さまざまなれど
集いて図る 心はひとつ
求むるところは 平和親睦（やわらぎむつび）
力（つと）むるところは 向上奉仕
おおロータリアン 我らの集い
卓

話

■ロータリー・ソング

SAA 生尾会員

■来賓紹介

SAA 村角会員

社会福祉法人 日本ライトハウス
菅 庸起 様
ＲＩ第２６６０地区 ＩＭ第６組ガバナー補佐
平田 達男 様
ＲＩ第２６６０地区 ＩＭ第６組ガバナー補佐エレクト
山田 英男 様
大阪うつぼＲＣ
橋本 逸郎 様
会 友
辻本 嘉助 様
■出席者報告
SAA 鋳方会員
第 1304 回例会 2012 年 11 月 28 日
会員数 35 名
出席数 24 名

出席率 80.00％
欠席数 7 名

出席免除会員欠席数 4 名

第 1303 回例会（11/21）
メ－クアップ 1 名 修正出席率 85.71%
11/２４ 中川会員

年次総会
例会終了後 クラブアッセンブリー

「奉仕を通じて平和を」
「クラブ協議会」
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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 ■東日本大震災義援金報告
2012.11.28

１１月 ２８日 ３，０００円

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
飯原会員、生尾会員、遠藤会員、山本会員
本日の合計
今年度累計

米

山

ボ

4,000 円
95,000 円

ッ

ク

ス

飯原会員、生尾会員、遠藤会員、山本会員
東淀川区民まつりの収益金を

本日の合計
今年度累計

日本ライトハウスへ寄贈しました。
日本ライトハウスの菅様と盲導犬

4,000 円
97,000 円

ティオちゃんが来てくれました。

ニ コ ニ コ 箱

報

告

花原 会員
先週の土曜日、家族会が盛大にここﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙで行わ ■SAA
飯原会員
家族会の盛会を祝して。
れましが、親睦委員会の皆さん、お疲れ様でした。又、２次
生尾会員 吉田さんの思いやりの深さと強い行
会では最上階のチャイナテーブルで行われ、次の親睦委
員会の行事が話し合われておりました。又、早々の報告を
動力に感服しました。さすが吉田さ
よろしくお願いいたします。もう１１月も終わりですが、今月
ん！
はロータリー財団月間です。田中作次ＲＩ会長は、「ロータ
遠藤会員 家族会欠席おわび致します。
リー財団はロータリーを支える土台（foundation）であると考
花原会員 平田ガバナー補佐をお迎えして。家
えます。自分の家の土台や柱について考える人はあまり多
族会大変楽しかったです。
くありません。あるのが当然と考えるからでなくなった時は
久富会員 楽しい家族会ありがとうございました。
じめてそのありがたさがわかるからです。今まで、地震に慣
ＰＡＧＥ１へ出かけましょう。
れていた日本では何が起こっても備えはできていると皆、
松本（圭）会員 家族会、楽しかったです。ありが
考えていました。これほどの大きな災害に見舞われるとは、
とうございました。
だれも想像していませんでした。あの日に起こったことで、
日本と日本に住んでいた人々は変わりました。自分たちの
■幹事報告
幹事
松本 正
生活がいかにもろいものか実感したのです。私たちはロー
タリーを通じて援助している人々の立場に、いつ自分が置
かれるかわからないということを認識しました。それと、私た ・平田ガバナー補佐、山田ガバナー補佐エレクトに本日
はお忙しい中お越しいただきましてありがとうございま
ちが支援する人々と私たちを隔てるものは何もない、とご
す。クラブ協議会終了まで長時間になりますが、何卒
理解いただいたと思います。財団を通じて「世界でよいこと
よろしくお願い致します。当クラブ各委員長は例会終
をしよう」という財団のモットーを実践することができるので
了後別室へ移動して下さい。
す。」また、高島ガバナーは、月信の中で、ロータリー財団
は決して「集金マシーン」ではなくロータリアンの献身的な
財団寄付を運用し、私たちが行っている奉仕活動に補助 ・２６６０地区 地区大会が近づいてまいりました。１２月７
金というかたちでフィードバックしていることをご理解くださ
日(金)、８日(土)です。８日が本会議ですので今一度
い。また、１１月号ロータリーの友の真ん中にロータリアン
予定の確認をお願いします。ご不明な点がありました
のための新しい財団補助金入門というページがあります。
ら事務局までお尋ねください。出席当日は先日配布
又、参考にしてください。

「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
しました名札を忘れずにお持ちください。

卓

～ガバナー補佐訪問～

話

「東日本大震災被災地視察ツアー報告②」
片岡 重裕 会長
松本 正 幹事

ガバナー補佐 平田 達男様（大阪―淀川ＲＣ）

ガバナー補佐エレクト 山田 英男様（大阪城北ＲＣ）

クラブアッセンブリー「クラブ協議会」（別室にて）

☆本日のビジター

１１月１４日の卓話に続き、被災地視察ツアー報告の２
回目を行いました。前回紹介できなかった写真を加えて、
片岡会長と松本幹事が解説をしました。
（会報委員会）
大阪うつぼＲＣ 橋本 逸郎 様

「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
１２月のバースデーロータリアン
本日のメニュー
ずわい蟹のリエット
Ｍｅｍｏ．リエットとは・・・本来お肉と脂を使って
ペースト状にしたもの
パンなどにつけて召し上がる。
トマト クリームスープ
鴨の胸肉のポワレ マスタード風味
フランスパンとロールパン
珈琲

１２月 ２日
１２月 ８日

松本（圭）会員
加藤会員

次週のプログラム
１２月１２日はガバナー公式訪問です。
全員出席をお願い致します。
１１：００

第 1306 回例会／2012 年 12 月 12 日
～ガバナー公式訪問～

理事集合

１１：３０～ ガバナーを囲んで懇談会
（会長・幹事・理事全員出席）
１２：００～ 写真撮影 (全員)

◆挨

拶
「グッド アフタヌーン Ｇｏｏｄ ａｆｔｅｒｎｏｏｎ 」
（英語）
◆ロータリーソング 「我らの生業」
◆卓

１２：３０～ クラブ例会

話
「ガバナー講話」
ＲＩ第２６６０地区ガバナー
高島 凱夫 様

予定表

月
１２

日

曜日

予定

時間他

５

水

第１３０５回 例会 年次総会

１３：３０～定例理事会

７

金

ＲＩ第２６６０地区 地区大会 第１日目 開会式・分科会・晩餐会

大阪国際会議場・リーガロイヤルＨ

８

土

ＲＩ第２６６０地区 地区大会 第２日目 本会議 両日１３：００開会

大阪国際会議場

１２

水

第１３０６回 例会 ガバナー公式訪問（スケジュールは上記の通り）

１３：３０～ 絵画クラブレッスン

１９

水

２６

水

第１３０７回 例会 公開卓話「エル・グレコ展のみどころ」大石会員
例会後 中之島「国立国際美術館」へ移動「エル・グレコ展」鑑賞 夜：夕食会（中之島リバーサイドカフェ）
例会休会

ＭＵ受付なし
イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower 他・
http://ikoi12.fc2web.com/2.htm 他

「奉仕を通じて平和を」
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Miho´s house 他 ☆素材通り☆他

2012～13 年度 国際ロータリー会長 田中 作次
他（C）ikoi・他

風と樹と空とフリー素材 http://kaze-sora.com/他

