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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 ＊＊＊

Date 2012.12.12

＊＊＊ 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 1306 回例会／2012 年 12 月 12 日
～ガバナー公式訪問～
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」
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
「ガバナー講話」
ＲＩ第２６６０地区ガバナー
高島 凱夫 様

「奉仕を通じて平和を」

－1－

第 1305 回例会報告 （12 月 5 日）
■司会進行
SAA 中川会員
■ロータリー・ソング

SAA 松川会員

■来賓紹介

SAA 村角会員

ＲＩ第２６６０地区 ＩＭ第６組ガバナー補佐
平田 達男 様
大阪うつぼＲＣ
橋本 逸郎 様
会 友
辻本 嘉助 様

■出席者報告
第 1305 回例会
会員数 35 名
出席数 25 名

SAA 中川会員
2012 年 1２月 5 日
出席率 80.00％
欠席数 7 名

出席免除会員欠席数名

第 1304 回例会（11/28）
メ－クアップ 3 名 修正出席率 85.71%
11/24 大石会員
11/24 川内会員
11/24 中川会員

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
2012.12.5

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
飯原会員、生尾会員、北野会員、田中会員、
谷口会員、村木会員、村角会員、安井会員
本日の合計
今年度累計

米

山

8,000 円
103,000 円

ボ

ッ

ク

ス

飯原会員、生尾会員、北野会員、田中会員、
谷口会員、村木会員、村角会員、安井会員、
吉田会員
本日の合計
今年度累計

片岡会長と１２月が誕生月の松本（圭）会員、松川会員

9,000 円
106,000 円

12 月に入って一段と寒くなってまいりましたが、皆さん
風邪など引いておられませんか？子供たちを媒介してノロ
ウィルスがはやっていますので気をつけてください。今朝、
ニ コ ニ コ 箱
報
告
中村勘三郎が亡くなったと聞き、ショックを受けました。57
歳なので私と学年は同じでした。また中央自動車道の笹 ■SAA
花原 会員
子トンネルの崩落事故については皆さん、怒りを感じませ
鋳方会員 寒くなりました。悪いインフルエンザ
んか。130 メートルコンクリートパネル 330 枚約 360 トンです
がはやっていますが、風邪に気をつ
から車もぺしゃんこになります。崩れたのは全長の 3%で高
けてガンバリましょう！
速だと 7 秒で通り抜ける距離だったのに突然の死を迎えら
北野会員 年次総会よろしく願います。
れた方にお悔やみ申し上げます。つり天井構造のあるトン
田中会員 12 月になりました。カレンダーも最後
ネルの天井材はコンクリートでそれをボルトでトンネル上部
の 1 枚となりました。
のコンクリートにアンカーで固定しているもので 37 箇所 49
谷口会員
妻の誕生日に美味しい野菜をありが
本あり緊急点検が行われました。金槌でたたいた音の響き
とう。
でコンクリート内部の音腐食やボルトの緩みなどを探る｢打
中川会員 前回、前々回欠席のおわび。
音検査｣です。笹子トンネルは 35 年前に開業し天井部分
三島会員 入会させていただきました。ありがとう
の高さは 5.3 メートルもあり、マニュアルでも目視のみでボ
ございました。
ルト部分の打音検査はしてなかったようです。35 年も経っ
ていて外からは地圧と水、内は排気ガスと振動にさらされ、
村木会員 月初につき。
検査も中途半端な状態では人的な災害としか思えません。
村角会員 今年も最後の月となりました。風邪を
中高年には入念なメンテナンスが欠かせません。天声人
ひかないよう注意して下さい。
語には今の日本には、蓄えたものを細く長く使う、倹約の
森田会員 明日、13 回目の結婚記念日です。ど
哲学がほしい。それを劣化とは呼ばない。とあります。皆さ
うしましょう？
ん体も追い問いください。
安井会員 皆さん、選挙に行きましょう。
軽い話題で、大阪弁川柳コンテストの優秀賞は、
吉田会員 明日夜、サンＴＶ ビッグフィッシング
山中はん 初期化してえな 夫婦仲
の釣り番組にゲスト出演します。視聴
マニュフェスト 二度づけしたら あきまへん
率のＵＰにご協力を。
■東日本大震災義援金報告

１２月 ５日 ５，０００円

「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

副幹事

北野 克美

日時 12 月 5 日（水） １３時００分～
場所 新大阪ワシントンホテルプラザ２階
議案 ２０１３～２０１４年度の理事選任の件
理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事

横山
北野
片岡
生尾
遠藤
鋳方
村角
大石
中川
谷口
田中
久富

洋一郎
克美
重裕
雅美
義彦
貞了
末義
博雄
建司
光夫
宏
義郎

・２６６０地 区 地 区 大 会 がいよいよ今 週 ７日 (金 )、８日
(土)となりました。８日が本会議ですので今一度予定
の確認をお願いします。ご不明な点がありましたら事
務局までお尋ねください。出席当日は先日配布しまし
た名札を忘れずにお持ちください。
尚、三島会員につきましては、当日受付にて名札を用
会員総数３５名のうち出席者数２５名、定足数を満たして
意していただいておりますので、申し出て頂きお受け
いることを北野副幹事が確認、議長に片岡会長が選任さ
取り下さい。
れ、会長より次年度理事候補者が紹介されました。賛成多
・次週はガバナー公式訪問です。集合時間が通常と異 数で可決され、次年度理事が決定致しました。
なりますのでご注意ください。スケジュールは週報最
終ページに掲載しております。理事は１１時集合、そ
の他の会員は１２時集合で、ガバナーとの記念撮影を
行います。その後１２時３０分より通常例会となります。
全員出席をお願い致します。
・ＩＭ第６組インターシティミーティングの出席登録が締切
間近ですので、最終の回覧をします。多数のご出席を
よろしくお願いします。
・12 月の月間予定表と年賀状発送用住所録をメールボッ
クスに配布しておきました。御確認下さい。
・本日例会終了後、定例理事会を行います。

年次総会

「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

〆鯵の卯の花和え
お刺身盛り合せ 鰤 烏賊 甘海老
のどぐろの煮付け
合鴨のロースト生姜味噌風味サラダ
ご飯 香物 味噌汁
デセール いちご大福

第 1306 回例会／2012 年 12 月 19 日
～公開卓話～
◆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

話
「エル・グレコ展のみどころ」
大石 博雄 会員
例会終了１４時

＊＊＊ エンブレムの囁き ＊＊＊
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

１２

１

曜日

予定

時間他

１２

水

第１３０６回 例会 ガバナー公式訪問

１９

水

２６

水

２８

金

事務局年内最終日

７

月

事務局業務開始日

９

水

１３：３０～ 絵画クラブレッスン

第１３０７回 例会 公開卓話「エル・グレコ展のみどころ」大石会員 例会終了１４：００
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

第１３０８回 例会 新年互礼会 会長エレクト挨拶
イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower☆素材通り☆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 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

