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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 2013.1.16

＊＊＊ 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 1309 回例会／2013 年 1 月 16 日
本日の挨拶
「ボンジョルノ Buon giorno」 （イタリア語）
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 「我がロータリーに栄えあれ」
奉仕の理想 かかげつつ
明るい笑顔に 支えられ
飢えに苦しむ 人々に
優しい愛の手 さしのべて
築こう幸せ 世界の平和
ああ 我がロータリー
栄えあれ
卓

話
「研究についての発表」
米山奨学生 李 政 君

「奉仕を通じて平和を」
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■司会進行

第 1308 回例会報告 （1 月 9 日）
SAA 谷口会員

■ロータリー・ソング

SAA 花原会員

■来賓紹介
（株）ワークアカデミー
会 友
会員令夫人の皆様

SAA 松川会員
松田 理紗子 様
宮崎 信夫 様

■出席者報告
第 1308 回例会
会員数 34 名
出席数 27 名

SAA 谷口会員
2013 年 1 月 9 日
出席率 88.24％
欠席数 4 名

出席免除会員欠席数 3 名

第 1307 回例会（12/19）
メ－クアップ 1 名 修正出席率 82.86%
12/10 安井会員
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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
■東日本大震災義援金報告
■会長の時間

会長

１月 ９日 ７，０００円

片岡 重裕
2013.1.9

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
飯原会員、鋳方会員、片岡会員、北野会員、
田中会員、谷口会員、久富会員、村木会員、
村角会員、山本会員
本日の合計
今年度累計

米

山

10,000 円
117,000 円

ボ

ッ

ク

ス

飯原会員、鋳方会員、片岡会員、北野会員、
田中会員、谷口会員、久富会員、村木会員、
村角会員、山本会員

皆さん、旧年中はお世話になりました。どうぞ本年もよろし
くお願いいたします。
本日の合計
11,000 円
ご存知の方も多いと思いますが、チャーターメンバーの
今年度累計
125,000 円
菅本憲市郎会員が昨年、１２月３０日にお亡くなりになりま
した。休み中のことでもあり、菅本夫人も親しくさせていた
だいた方への連絡のみと言われたこともあり、全員にご連
ニ コ ニ コ 箱
報
告
絡を取らず、申し訳ありませんでした。今後、ＯＢの方を含
■SAA
花原 会員
めて連絡網を検討する必要があると感じました。
飯原会員 「菅本会員を偲んで」
さて菅本会員ですが、だれよりも新大阪ロータリークラブ
ご自宅で家族に囲まれての大往生で
を思い、愛した人はいませんでした。厳ついお顔から想像
した。
できない優しい声と語り口調で入会当初からだれにでも声
「散るサクラ 残るサクラも 散るサク
をかけ、気づかってくれた方でした。淀川区のドンでもあり
ラ」
各地域関係者に顔が広く心遣いも十分できる方でした。本
鋳方会員
新年明けましておめでとうございます。
当にありがとうございました。又、我々を見守ってください。
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げま
す。元気で頑張りましょう！
稲田会員 本年もよろしくお願いします。
遠藤会員 明けましておめでとうございます。本
年もよろしくお願い申し上げます。
片岡会長 最高のロータリアン菅本サンを偲ん
で！
北野会員 サヨウナラ菅本さん、ありがとうござい
ました。
大石会員 新年あけましておめでとうございます。
長い～カゼにかかってました。皆様も
お気をつけて下さい。
田中会員 明けましておめでとうございます。今
年も宜しくお願いします。
谷口会員 明けましておめでとうございます。
故菅本会員と片岡会員（現会長）
（2011.4.20 撮影）
中川会員 明けましておめでとうございます。

「奉仕を通じて平和を」
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新大阪ロータリークラブ
花原会員

新大阪ＲＣの大きな星を１つ失ってし
まいました。残念!!
久富会員 今年もよろしくお願いします。耳鼻科
も継続可能になりました。人に感謝。
松本（圭）会員 今年も宜しくお願い致します。
松本（正）会員 新年あけましておめでとうござい
ま す 。本年 もよ ろ しくお 願い 致 しま
す。
三島会員 本年も宜しくお願いします。
村木会員 明けましておめでとうございます。今
年も宜しくお願いします。
村角会員 明けましておめでとうございます。本
年も宜しくお願いします。
森田会員 明けましておめでとうございます。本
年も本年度も宜しくお願い致します。
山本（恵）会員 今年数え年８０才になります。昔
八十才と云えば・・・・ 元気に迎えら
れました。
横山会員 あけましておめでとうございます。今
年もよろしくお願い致します。
■幹事報告

幹事

松本 正

・新年明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願
い致します。
・１月の予定表を本日配布しております。
・本日理事会がありますので、理事の方例会終了後ご参
集ください。

卓

話

「平成２５年新年挨拶」
横山 洋一郎 会長エレクト

「奉仕を通じて平和を」
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新年あけましておめでとうございます。
新しい年、2013 年が始まりました。片岡会長の今年度も半
年となり、今年 7 月から私と北野幹事の凸凹コンビの新年
度スタートとなるわけですが、まだまだ詳細については決
まっておりませんので、これから皆様の協力を頂いて決め
てゆきたいと思っておりますので、ご協力をよろしくお願い
いたします。
まず最初に、来年度の委員長・副委員長・委員等の編成
について近々お願いに廻ると思いますが、その折は是非
ともロータリアンは、頼まれたら「はい喜んで」の精神でお
引きうけ願いたくよろしくお願いいたします。
ここで、少し新年の挨拶ぽいことを話させていただき新年
の挨拶に変えさせていただきます。
2013 年は干支で申しますと、癸の巳（みずのとみ）というこ
とだそうであります。癸（水）と巳（火）の相克の年で、世情
騒がしい年になると言われています。いろいろな事が起こ
ると思いますが、もう一つの意味は、癸(さし)のみず―これ
は恵みの雨ということであり、そして巳（み）－蛇は脱皮を
する、すなわち恵みの雨を得て、脱皮する、という年である
とも言われております。私としては後者の意味を取り、新大
阪 RC も恵みの雨を浴びて、新しい姿に脱皮をしていく年
としたいと思います。
最後に、今年もまだ半年ありますので、片岡会長・松本幹
事へのご協力をお願いいたしますと伴に、来年度は、まだ
詳細は決めておりませんが 2013 年を皆さまにとって後々
思い出に残るような年にして頂きたいことを願いまして、ス
ローガンとしましては「活用しよう新大阪ロータリークラブ」
にしようかなと思っております。これは例会の皆出席・交友
を増やす、ボランティア活動をする、趣味の会でおいても
何でも結構です。RC で何か一つ目標を持っていただき、
こういうことをロータリーでやったなということが後々振り返
って良い思い出になるような年をお互いに創っていきたい
と思います。皆さんのロータリー生活、或いは会社生活、
家庭生活、社会生活、の益々の充実をお祈り申し上げて、
私の年頭のご挨拶とさせて頂きたいと思います。
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新大阪ロータリークラブ
本日のメニュー
～洋食～
生ハムのメランジェサラダ

次週のプログラム

蛤のクリームスープ
鱸のソティー アクアパッツァ風
フランスパンとロールパン
第 1309 回例会／2013 年 1 月 23 日
珈琲
◆挨

拶
「ボンジョルノ Buon giorno」 （イタリア語）

◆ロータリーソング 「我がロータリーに栄えあれ」
◆卓

話
クラブアッセンブリー
「半期事業報告」
各委員会委員長

次週２３日の例会は
「半期事業報告」です。大・小委員長
＊＊＊ エンブレムの囁き ＊＊＊

各位は、発表のご準備

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。

をよろしくお願いします。

予定表

月

日
１

曜日

予定
第１３０９回 例会 「研究についての発表」李政米山奨学生

時間他
１２：００～会員増強小委員会 談話室

１６

水

２０

日

歩こう会

２３

水

第１３１０回 例会 クラブアッセンブリー 「半期事業報告」

委員長各位はご準備をお願いします。

２５

金

IM 第６組 会長・幹事会「睦輪会」 於ホテルグランビア大阪

18：00～20：30 会長・幹事出席

２７

日

第２９回 健康家族の会 「竹田城跡 雪山ハイク」

8：00 十三 松尾歯科医院集合

２８

月

新年会「たらふく北新地店」

３０

水

例会休会

１３：３０～ 絵画クラブレッスン

MU 受付あり SAA よろしくお願いします。
イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower・Ａｒｔ.Kａｅｄｅ花通信他
Miho´s house 他☆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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他（C）ikoi・他

