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＊＊＊ 四つのテスト ＊＊＊

＊＊＊ 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 1306 回例会報告 （12 月 12 日）
■司会進行
SAA 中川会員

＜本日のプログラム＞
第 1307 回例会／2012 年 12 月 19 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」
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
公開卓話
「エル・グレコを読み解くために」
大石 博雄 会員

「奉仕を通じて平和を」
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■ロータリー・ソング

SAA 松川会員
SAA 吉田会員

■来賓紹介

SAA 松川会員

ＲＩ第２６６０地区 ガバナー
大阪ＲＣ
米山奨学生

■出席者報告
第 1306 回例会
会員数 35 名
出席数 27 名

高島 凱夫 様
玖村 信夫 様
李 政 君

SAA 中川会員
2012 年 1２月 12 日
出席率 82.86％
欠席数 6 名

出席免除会員欠席数名

第 1305 回例会（12/5）
メ－クアップ 3 名 修正出席率 88.57%
11/24 松本(正)会員
11/24 山本(恵)会員
12/15 山根会員

2012～13 年度 国際ロータリー会長 田中 作次
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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
2012.12.12

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
飯原会員、松川会員
本日の合計
今年度累計

米

山

2,000 円
105,000 円

ボ

ッ

ク

ス

飯原会員、松川会員、三島会員
本日の合計
今年度累計

3,000 円
109,000 円

12 月の初旬としては最低温度を記録したそうですが、皆さ
んお体の調子はどうですか？今日は高島凱夫(タカシマヨ
ニ コ ニ コ 箱
報
告
シオ)ガバナーをお迎えして後ほど卓話をお願いしており
松尾 会員
ます。また、よろしくお願い致します。先週、金、土曜日と ■SAA
地区大会がございましたが、大変見ごたえのある、またタイ
ＲＩ第２６６０地区ガバナー 高島 凱夫様
ムリーな大会だったと参加された皆さん、思われたと思い
(ご厚志を頂戴いたしました。ＳＡＡ)
ます。また、ガバナーにとってはハードな二日間だったと
片岡会長 ガバナーをお迎えして。
思います。それと同じ IM6 組の中之島 RC、コ・ホストクラブ
松本幹事 ガバナーをお迎えして。
の天満橋、大手前 RC の立派な運営に感銘を受けました。
鋳方会員 高島ガバナーをお迎えして。大変寒
また、土曜日の特別講演の山中伸弥教授の詳しく研究所
くなりました。みなさん風邪に負けず
を説明されたビデオメッセージ、戸口田淳也 IPS 細胞研究
ガンバッていきましょう！
所副所長の、はじめに山中教授と比較から説明されたわ
大石会員 大橋さん、久しぶりです。
かりやすい講演、また渡辺好政国際ロータリー会長代理の
ガバナーをお迎えして。
君子三楽という締めの言葉が印象的でした。孟子では君
大橋会員 休会のお詫び。
子の楽しみは、第一に父母が健在で兄弟も無事なこと、第
田中会員 高島ガバナー様、本日はありがとうご
二には天に恥じる後ろめたい点がないこと、第三には天下
ざいます。
の英才を集めて教育することです。タイムリーな山中教授
松川会員 ガバナーをお迎えして。
のノーベル賞の授賞式を見、聞きして「ノーベル賞は私に
村木会員 高島ガバナーをお迎えして。
とっては過去形になります。これからの研究が本当に大
村角会員 高島ガバナー、本日はご多忙の処有
切」という言葉はかっこいいなと思いました。天下の英才は
難うございます。
日本の宝です。みんなで援助が必要です。
安井会員
高島ガバナーをお迎えして。
新御堂筋のイルミネーションが点灯しましたが、88 万個
の LED1 日 6 時間ですが、1 日の電気代をご存知ですか？
9000 円、9 万円、90 万円、900 万円の中から選ぶとした
委
員
会
報
告
ら？？？
■絵画クラブ

■東日本大震災義援金報告

１２月 １２日 １，０００円

「奉仕を通じて平和を」
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飯原 啓吾 会員

本日は絵画クラブレッスン日です。大勢のご参加をよろ
しくお願いします。

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
■幹事報告

幹事

松本 正

2012～13 年度 RI 会長は、1968～69 年度東ヶ崎潔氏、
1982～83 年度向笠廣次（むかさひろじ）氏に次ぐ、30 年ぶ
・高島ガバナー、本日はお忙しい中お越しいただきありが り、3 人目の日本人 RI 会長 田中作次氏(D2770 八潮
とうございます。後程卓話をよろしくお願い致します。
RC・埼玉県)です。
田中作次 RI 会長のテーマは「Peace Through Service～
・２６６０地区 地区大会が７日(金)、８日(土)行われました。
奉仕を通じて平和を」です。これは、ただ単に戦争と平和と
高島ガバナーには大変お世話になりました。早速ご丁寧
いうことではなく、この平和は、一人ひとりが心穏やかに
なお礼状もいただきました。恐縮に存じます。又、出席さ
日々を生きていくことを意味し、このことが、ロータリーの究
れた皆様ご苦労様でした。
極の目的で、ロータリーにしか出来ない世界平和に通じる
道である、と述べています。
・辻本会友が理事を務めておられるＪＯＣＳの使用済み切
ロータリークラブに入会して、ロータリーライフを充分に楽
手収集活動に以前より協力をしておりますが、皆様月初
しみ、この組織の将来についてお考えになったことがおあ
に持ち寄っていただくようお願い致します。来週の年内
りかと思います。ロータリークラブは未来に続くものと信じて
最終例会でも集めたいと思います。
いますし、皆様方もそう願っていると思います。そのために
・先週行われました定例理事会の議事録をメールボックス は、ロータリークラブを引き継いでいく「若いロータリアン」
へ配布しております。ご確認下さい。
の育成に力を注がなくてはならないでしょう。
それに加え、未来の地球平和を維持していく「若い力・
・豊中南ＲＣより例会変更、休会のお知らせが届きました。 若いリーダーを育む」義務がロータリアン、あるいは世の中
回覧します。
の先輩である私たちにはあると思います。それを踏まえて、
2012～13 年度の地区方針を「育もう未来の力を～飛躍
～」といたしました。
卓 話
停滞している現状を脱却するためには、質の高い、ロー
タリーにふさわしい新しい力を注入する必要に迫られてい
ることは、皆様方お判りだと思います。さまざまな社会的変
「クラブ公式訪問にあたって」
化に伴い、ロータリー自身、ロータリアン自身が変化して行
ＲＩ第２６６０地区ガバナー
く→変わらなくてはいけないのです。田中作次 RI 会長もロ
高島 凱夫 様
ータリーの改革を訴えています。今までのロータリーに固
執することなく、良いことは率直に認め、受け入れることが
「真のロータリアン」であり、ロータリーの発展に貢献する最
大のものと思います。
今年度は、次の４つの言葉を Keyword にしていただきた
いと思います。
① 会員増強・会員維持 ②会員研修 ③健全な青少
年の育成 ④平和な社会への貢献

地区ガバナーになるためには、国内で開催される 2 回
（2011 年 9 月、2011 年 11 月）の「GETS」と米国・サンディ
エゴで開催される「国際協議会」への参加が義務づけられ
ています。これらの研修は、PETS に会長エレクトの皆様方
に出席義務があることと同様です。
サンディエゴ「国際協議会」は 2012 年 1 月 16 日～20 日
までの間、朝から夕方までガバナーになるべく、研修を受
けて参りました。「Rotary Japan」の HP、「ロータリーの友」に
も詳細に掲載されましたので、ご覧になった方も大勢いら
っしゃると思います。

「奉仕を通じて平和を」
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◎会員増強についてのお願い
現在世界で、120 万人のロータリークラブ会員を、2012～
15 年までに 130 万人にするのが RI の目標です。
当地区の 2012 年 2 月度の会員数は 3,710 名です。大阪
でも全力を尽くして「ロータリアンの素質」を持った会員を
増強する努力をしなくてはならないと思います。地区で
3,900 名、各クラブ 6％の純増をお願いいたします。
多分、この 6％については、皆様「そんなこと出来ない」と
思われる数字だと思いますが、自然退会者を含めた退会
者のことを考えると、これでも結果的には、凄く低い数字に
なってしまうことは、皆様良くお判りだと思います。現在在
籍している新しいロータリアンをロータリークラブの次のリー
ダーとして研修を積んでいただくことは言を俟たないことで
す。各クラブ「プロジェクト 3900」にご参加下さい。
地区でも皆様方の負担金を極力少なくする努力をしてい
ますが、会員が増加することで地区への負担金の減額、
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
強いては各クラブの会費等の減額につながり、会員の増 最後になりましたが、貴クラブの益々のご隆盛を心からお
強と良い歯車になると思われます。
祈り申し上げます
とともに、一年間、皆様方のお力添えを戴きながら重責を
◎東日本大震災支援（災害支援）のお願い
果たしたいと思っていますので、ご指導、ご鞭撻の程をよ
Keyword には入れていませんが、震災支援も大きな責務と ろしくお願い申し上げます。
考えます。
今年度も地区としては、災害支援を継続して参ります。こ
の支援は、今後何年に及ぶ事業か判りませんが、ロータリ
ーとして継続すべき大きな事業の一つであると考えて下さ
い。
☆本日のビジター
今年度は支援の額は申し上げませんが、クラブ、あるい
は会員お一人おひとりのお考えで、出来る限り最高の額を、
地区災害支援基金に是非ご入金下さいますようお願い致
します。第 2660 地区災害支援基金も現在枯渇しています。
災害支援プロジェクト委員会は、今後国内外で発生するで
あろう災害に対しても支援が出来るよう、地区として常設の
委員会にしていくようにしたいと願っています。震災の支援
につきましては、2 年目を迎え、更に細かな「心を見守るよ
うな」支援が必要となってくるでしょう。心のケアーが大事に
なってくる時期に入ってくると思われます。地域の社会保
険協議会との連携も必要になって行くでしょう。
災害支援プロジェクト委員会には、基金の管理のみなら
ＲＩ第２６６０地区ガバナー 高島 凱夫 様
ず、この様な新しい展開の取り組み、新たな災害支援への
マニュアル作成などの模索も併せて行っていただきたいと
願っています。
現在、各クラブで行っている、東北のロータリークラブや
その他の団体との連携は、更に深めて戴きたいと思いま
す。
震災支援につきましては、各クラブ、個人個人で考えが
大きく異なっていることも事実でしょう。
◎地区大会ご参加のお願い
今年度の地区大会は、2012 年 12 月 7 日～8 日に、大阪
国際会議場、リーガロイヤルホテル大阪で開催いたします。
「健全な心と体の育成を～地球の平和のために～」をテー
マに行います。綱領の解釈のお話、iPS 細胞の話など、盛
りだくさんの話題を取り揃えています。お誘いあわせの上、
賑々しく会場にお越し下さい。
◎結びに
私は「灯心に火を点す」という奉仕活動が大切だと思い、
奉仕活動を行なっいます。お互いのニーズがかみ合わな
いときは、そっと火を離し、心が通うまでじっと待つことも必
要な時もあります。一度ともった灯が、明るく周囲を照らし、
奉仕をする人も「して良かった」、奉仕を受ける人も「それを
受けて幸せだ」と思う奉仕事業が大切だと思います。その
奉仕を実行、持続するためには、ロータリアンにふさわしい
若い力が必要なのです。

大阪ＲＣ 玖村 信夫 様

米山奨学生 李 政 君

地区にとって、前向きで建設的なご意見は、出来る限り取
り入れたいと思いますので、お寄せ下さい。

「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
ＭＥＭＯ
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2012～13 年度 国際ロータリー会長 田中 作次
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本日のメニュー

次回のプログラム

お刺身盛り合せ 鮪 鯛 鯵鹿の子
薄切りポークしゃぶしゃぶ 冬野菜揚げサラダ
鯖の味噌煮
鰆の塩焼き
ご飯 香物 じゃが豚汁(北海道名物)
デザート ショート・ケーキ
珈琲

第 1307 回例会／2013 年 1 月 9 日
◆挨

拶
「 ボンジョルノ Buon giorno」 （イタリア語）

◆国歌斉唱

「君が代」

◆ロータリーソング 「我がロータリーに栄えあれ」
◆卓

話
「会長エレクト挨拶」
横山 洋一郎 会長エレクト

１２月２６日(水)、年明け１月２日(水)
は例会 休会です。次回は１月９日
（水）です。
会員の皆様

＊＊＊ 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。

よいお年をお迎えください。

予定表

月

日

１２

１

曜日

予定

時間他

第１３０７回 例会 「エル・グレコを読み解くために」大石会員

公開卓話 例会終了１４：００

１９

水

２６

水

２８

金

２

水

７

月

９

水

第１３０８回 例会 新年互礼会 会長エレクト挨拶

１６

水

第１３０９回 例会 「研究についての発表」李政米山奨学生
イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower☆素材通り☆他

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
事務局年内最終日

例会休会
事務局業務開始日

http://ikoi12.fc2web.com/2.htm 他
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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

