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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 1310 回例会報告 （1 月 23 日）
■司会進行
SAA 吉田会員

＜本日のプログラム＞
第 1311 回例会／2013 年 2 月 6 日
本日の挨拶
「リーホー 汝 好 」 （台湾語）
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 「限りなき道ロータリー」
奉仕の理想 胸にひめ
友情花と 咲かせつつ
生きよう 今日も
ニコニコと
ひとすじの道 ロータリー
限りなき道 ロータリー
卓

話
メンバー卓話
田中 宏 会員

「奉仕を通じて平和を」
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■ロータリー・ソング

SAA 安井会員

■来賓紹介

SAA 安井会員

生尾会員紹介ゲスト
大阪ＲＣ
大阪城北ＲＣ
会 友
会 友

山路
玖村
加藤
宮崎
辻本

■出席者報告
第 1310 回例会

SAA 吉田会員
2013 年 1 月 23 日

会員数 32 名
出席数 25 名

高純
信夫
昭男
信夫
嘉助

出席率 84.38％
欠席数 5 名

出席免除会員欠席数 2 名

第 1309 回例会（1/16）
メ－クアップ２名 修正出席率 81.25%
1/27 村角会員
1/28 横山会員

2012～13 年度 国際ロータリー会長 田中 作次

様
様
様
様
様

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
2013.1.23

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
北野会員、山本会員
本日の合計
今年度累計

米

山

2,000 円
122,000 円

ボ

ッ

ク

ス

北野会員、山本会員
本日の合計
今年度累計

ニ コ ニ コ 箱

2,000 円
129,000 円

報

■SAA
山本会員（第１回マルチプルＰＨＦ）、安井会員（ＰＨＦ）
認証おめでとうございます！！
今月はロータリー理解推進月間です。最近、大河ドラマ
は観ておられますか？会津藩の子供達への教育方針とし
て「什の掟」がありました。ならぬことはならぬことです。は
有名です。又最近では、１３歳の子供にｉｐｈｏｎｅを与える時
のホフマンさんの１８の約束もよく言われています。子供へ
の教育が個人では抑えきれない今日この頃ですが、桜ノ
宮高校も度が過ぎた顧問と橋本発言に反発する子供たち
のインタビューを聞いてどこまで行っても自分中心の社会
が怖くなります。理解推進月間ということで皆さんは４つの
テストをかみしめて日常をお過ごしください。
さて、年が明けて２０日が過ぎましたが、あっという間と感
じられませんか？天声人語からですが、年を重ねると、月
日の流れがどんどん速くなる。楽しいときが駆け足なのは
無論、退屈な時間まで大股である。物の本によれば「心の
時計」のせいらしいです。子供には未知の行事や出来事
は次々と訪れ、心の時は細かく刻まれます。だから時間が
ゆっくり進むように感じられます。大人になると胸躍るイベ
ントが減り、心の時計は緩慢になります。つまり実際の時の
流れを速く感じるというわけです。自分に言っているわけで
はありませんが、仕事ばかりせず、ワクワクするイベントをロ
ータリークラブで増やし、少しでも心の時を細かく刻みたい
ものです。」
■東日本大震災義援金報告

告
花原 会員

北野会員
田中会員

久富会員

横山会員
■幹事報告

妻の誕生日に美しい花をありがとう。
稲田会員様、遠藤会員様からの年賀
状で、お年玉切手が当りました。あり
がとうございました。
大阪再発見の日曜日でした。我々の
旅はまだまだ続きます。今度は熊野
街道を歩いています。
前回欠席のお詫び。
幹事

松本 正

・地区より東京２０２０オリンピック・パラリンピック招致のパン
フレットが届きましたのでメールボックスへ配布しておりま
す。（詳細・・・別紙）合わせて招致推進のピンバッジも配
布しました。皆様のご協力をお願いします。
・次週１月３０日は例会休会です。ＭＵ受付を１２時より１２
時３０分まで行いますので、会長・幹事・ＳＡＡのうち、ご
都合のつく方はお越しいただくようお願い致します。
・チャリティコンサート（３月８日開催）のチケット購入申込書
を再度回覧します。ご購入いただける方は申し込みして
下さい。
・箕面ＲＣより例会変更のお知らせが届きました。回覧しま
す。

１月 ２３日 ７，０００円

「奉仕を通じて平和を」
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卓

クラブアッセンブリー
「半期事業報告」

■クラブ運営委員会
■親睦活動小委員会
日付
7/18、19
9/27
10/19～21
11/10～11
11/24
12/15
12/19
1/20
1/27
1/28
2/17
2/24

■広報委員会

話

湯浅 隆之 委員長

ロータリーの公共イメージアップ、認知度の向上の為、ＪＲ
大阪駅東口で電子公告による広報活動をしています。１月
２１日～２月１７日迄
新大阪ロータリークラブの活動を掲載していました市民日
報が休刊になりました。今後のＰＲ方法を模索しています。
生尾 雅美 委員長
新しい案がありましたらご協力下さい。
鋳方 貞了 委員長

内容
インフォーマルミーティング（コロナホテル）
Ｂ級グルメ（島唄クラブ琉球）
健康家族の会（乗鞍岳ハイク）
東北大震災被災地視察ツアー（岩手・宮
城・福島）
年忘れ家族会（新大阪ワシントンホテル）
忘年ゴルフ（鳴尾ＣＣ）
レディースサロン エル・グレコ展（国立国
際美術館）
歩こう会（大阪市内）熊野街道
健康家族の会（竹田城跡 雪山ハイク）
新年会（たらふく北新地店）
歩こう会
牡蠣の会

今後の開催予定（日程未定分）
・新入会員歓迎会（三島会員）
・菅本家を元気づける会（2 月末頃）
・新旧会長・幹事慰労会（6 月）

■会員増強小委員会

松川 雅典 委員長

会員増強小委員会（２０１２～２０１３）中間活動報告書
委員長 松川 雅典
副委員長 櫻井 好美
第１回委員会
平成２４年７月４日
弁護士法人淀屋橋・山上合同
参加者８名
今年度の活動方針決定
例会時のバズセッション実施
同年８月１日
第２回委員会
同年８月１日
ワークアカデミー
参加者１３名
バズセッションの結果の新会員候補者リストアップ

第３回委員会
同年９月３日
■会報小委員会
田中 宏 委員長
回生病院
参加者１３名
とにかく富田様の協力のおかげで、無難にこなせたと思
キャッチコピー決定 力を合わせて５０名―奉仕の輪を
っています。会社訪問は２ヶ月程休んでいますが、増強委 広げよう
員会に相乗りして、訪問して、特徴、裏話等を記事に出来
たと思っています。今後も機会をとらえて記事にしていきた
第４回委員会
いと考えています。
同年１０月３日
■ＳＡＡ
花原 昭弘 ＳＡＡ
青葉法律事務所
参加者１４名
1、 本年も会長の意向により、全員参加の担当で行う。
夜の例会実施について
2、 昨年に続き例会前に軽い体操で、身体をほぐす。
3、 ロータリーソングを覚えていただく為、例会前にソン
夜の例会「外部卓話」実施
グをテープで流す。
同年１０月２４日
4、 ７月・８月受付で全員握手を行なう。
石黒敏央氏「どんな会社も儲かる」
5、 12 月座席指定とし、懇親を図る。
新会員候補者９名出席
6、 12 月末でニコニコ箱を閉め、半期の集計を 1 月に配
布する。
第５回委員会
同年１１月７日

「奉仕を通じて平和を」
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なぎさ監査法人（大阪証券取引所）
参加者１１名
外部卓話参加者のリストアップとフォロー体制

３、 ひったくり防止キャンペーン 於：関西スーパー瑞光
店
（10.13 16 名 懇親会「居酒屋」）
４、東日本大震災被災地視察ツアー
第６回委員会
（11.10～11 10 名）・・震災プロジェクト委員会・親睦
平成２５年１月１６日
委員会と共催
ワシントンホテルプラザ
下半期に、事業を行いたいが適切な事業があればご提
参加者１１名
案をお願いします。今後とも協力をよろしくお願いいたしま
現在フォロー中の新会員候補者１０名のその後の状況 す。
について
■環境保全小委員会
森田 智博 委員長
■クラブ研修リーダー
松尾 寛 リーダー
■新世代奉仕委員会
大石 博雄 委員長
新しい委員会で、目的は各ロータリークラブが上手く運
営出来るように２０年以上のロータリアンが考えて意見交換 今期前半は青少年活動、及び新世代奉仕活動に対して
をするようです。前半はあまり進展は見られませんが、後半 の地区や他クラブの動きの情報収集に努めた。
色々な意見が出ると思います。
新世代奉仕が生まれてから、RC として、いろんな方向性を
模索しているように見える。
■職業奉仕委員会
村木 茂 委員長
当クラブも３０周年に向けての事業案の方向性のヒントを得
たのではないかと思う。
半期事業報告並びに後期事業予定
以上。
・２０１２年
９月８日（土）
１０月３日（水）

■青少年小委員会

吉田 正則 委員長

第１回地区職業奉仕委員会出席
職業奉仕月間
■国際奉仕委員会
安井 一男 委員長
卓話 職業奉仕と増強
１１月１０日（土）、１１日（日）
社会奉仕委員会と共に 創立 30 周年記念事業として、トルコアンカラ大学付属子供
東日本大震災の視察旅行
病院の免疫不全症幼児の早期症状発見診断用スクリーニ
ング機材の支援を理事会に提案したが、結果は保留とし
・２０１３年
て、創立 30 周年記念事業委員会を早期に立ち上げ、その
３月９日（土） 第２回地区職業奉仕委員会
中で継続審議すると決定した。
６月中
（できれば）２回。中学、高校での出前 これ以外にも、過疎地、貧困層向けの診療所の整備支援
授業予定、片岡会長、吉田会員にお願 事業として。茨木西ＲＣとのＦＶＰ共同事業としての「カンボ
い済み。
ジアのグラフィス診療所の支援」、またネパールの「ネパー
ルの星、診療所周辺整備事業」なども今後検討していく。
■情報規定小委員会
稲田 正伸 委員長 創立 30 周年記念実行委員会の早い立ち上げと、国際奉
仕委員会活動予算として、ニコニコ内の予算ではなく、本
前半期において、特にＲ規定の変更等はありません。情報 事業予算として組めないか、次年度に向けて検討をお願
が入りましたら、随時皆様にお知らせします。
いした。
■社会奉仕委員会

久富 義郎 委員長 ■ロータリー財団小委員会

遠藤 義彦 委員長

2012 年度社会奉仕委員会上半期活動報告

この半年については積極的な活動は特にしておりませ
んが、財団の説明会、もしくは教育の会に数回参加させて
会員皆様のご協力により計画した事業は上半期にほぼ 頂きました。ロータリーの機構に関してもまだまだ不明のこ
終了した。
とも多く、皆様のご協力をお願いしつつ勉強していかなけ
列記し開催日参加人員などを報告する。
ればならないと考えております。
１、 大阪整肢学院夏祭りへの参加
（7.28 懇親会「シカゴかルビ」焼肉）
■米山奨学小委員会
山本 恵眞 委員長
２、 東淀川区民祭り「盲導犬育成チャリティーバザー」
（9.16 25 名 懇親会「クルワートル」イタリア料理）
米山奨学委員会の地区の会合は年に１度で、昨年は４

「奉仕を通じて平和を」
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月に行われて居ますので今年もその頃の会合と思われま
す。
１１月に行われた地区大会の分科会の奨学委員会の会
合に参加しましたが、その時は中国、台湾、ネパールの奨
学生ＯＢの方の奨学生制度を作ったという報告でした。
その 席で 、１１ 月まで の寄付 金が 前 年同 期と 比 して
6.1％増の 3700 万円の増加があり、これは 11 月単月の寄
附額としては過去 5 年間での最高額であり感謝申し上げま
す。此の上共よろしくとの事でありました。
当ロータリークラブとして、今年も米山奨学生 李政君を
世話して居り、同君は 3 月卒業で就職も東京の凸版印刷
に決定して居り、喜ばしいことであります。
尚、米山記念奨学会への寄附は、税制優遇が受けられ
確定申告から支払う税額より差し引く税金控除がうけられ
ますので、御利用下さい。年額 2000 円以上の方に普通・
特別寄附金の申告用領収証が発行されますので、2 月初
旬にお渡しします。
■ＷＣＳ小委員会

谷口 光夫 委員長

■財務委員会

村角 末義 委員長

今年度の活動方針として、会員の減少による年会費及び
ニコニコ箱の寄付金 収入の減少が予想されることから、
無駄のないクラブ運営ができるよう財務面で寄与したい。
それを実施するための具体的な計画としてムダ・ムラ・ムリ
のないクラブ予算の計画立案と、その実施状況がいつでも
把握できるような会計処理の迅速化の推進を掲げていまし
たが、新しいクラウド方式の会計ソフトの導入と事務局の努
力により、会計処理の迅速化については、ほぼ達成でき
た。
■震災復興プロジェクトチーム

※発表された会員の内一部の方の写真を掲載しております。

★本日のビジター
大阪城北ＲＣ
加藤 昭男 様
２月９日のＩＭのＰＲに
お越しくださいました。

中川 建司 委員長

昨年１１月１０日・１１日の二日間、会員１０名で東日本大震
災の被災地（岩手・宮城・福島の各県）を視察した。
被災地において瓦礫等の撤去は終わっているが、はま
だまだ復興の目処がつかない様子を目の当たりした。
福島中央ロータリークラブのメンバーとも会談し、福島県
では若い世代とその子供達が県外流出しており、将来的
な不安が大きいとの説明を受けた。
いずれにしても、先の長い支援となり、今後も被災地から
の支援要請に対応出来るよう、クラブ内において募金活動
を継続をすることが必要と実感した。

大阪ＲＣ
玖村 信夫 様

生尾会員紹介ゲスト
※掲載のない委員会は当日欠席もしくは原稿未提出です。 山路 高純 様
週報への掲載は後に残る記録として活用できますので、
原稿掲載にご協力をよろしくお願い致します。
（会報委員会）

「奉仕を通じて平和を」
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本日のメニュー

次週のプログラム

１００万ドルミール
海の幸マリネ イタリア風
牛ヒレステーキ "ストロガノフ" バターライス添え
珈琲
*.ご飯(バターライス添え)付の為、パンは無しとなっ
ております。

第 1312 回例会／2013 年 2 月 13 日
◆挨

拶
「リーホー 汝 好 」 （台湾語）

◆ロータリーソング 「限りなき道ロータリー」
■２月のバースデーロータリアン

２月２０日
２月２４日
２月２７日

◆卓

話
第７回クラブフォーラム
「社会奉仕委員会」
久富 義郎 委員長

田中会員
安井会員
片岡会員

＊＊＊ 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
２

曜日

予定

時間他

６

水

第１３１１回 例会 メンバー卓話 田中 宏 会員

１３：３０～ 定例理事会

９

土

ＲＩ2660 地区ＩＭ第６組 インターシティミーティング 於太閤園

１３：３０～（登録受付 12：30～）

１３

水

第１３１２回 例会 第７回クラブフォーラム 「社会奉仕委員会」 17：30～ＧＳＥ受入委員会安井会員出席

１５

金

ＩＭ第６組 会長・幹事 交流会 18：00～「マリリンズ・キッチン」

２０

水

第１３１３回 例会 ＮＰＯ法人ＪＡＥ 塩見 優子 様

１３：３０～ 絵画クラブレッスン

２１

木

大阪大淀ＲＣ創立４０周年記念式典 於リッツカールトンホテル

１５：３０～２０：００会長・幹事出席

２３

土

地区Ｒ財団補助金管理セミナー 於大阪ＹＭＣＡ会館 13：30～

横山・生尾・安井各会員出席

２４

日

牡蠣の会 播州室津 住栄丸
米山奨学生終了者歓送会 山本 恵眞カウンセラー・李政君・石井教官 ３名出席 於ハイアットＲホテル
イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower・・Ａｒｔ.Kａｅｄｅ花通信他

「奉仕を通じて平和を」

Miho´s house 他☆素材通り☆他 http://ikoi12.fc2web.com/2.htm 他

－6－他

他

2012～13 年度 国際ロータリー会長 田中 作次

他（C）ikoi・他

