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創立 昭和 60 年 5 月 8 日
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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 2013.3.6

＊＊＊ 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 1314 回例会報告 （2 月 27 日）
■司会進行
SAA 森田会員

＜本日のプログラム＞
第 1315 回例会／2013 年 3 月 6 日
本日の挨拶
「アンニョンハシムニカ 안녕하십니까 」
（韓国語）
標
語
「Peace Through Service」

■ロータリー・ソング

SAA 大石会員

■来賓紹介

SAA 植田会員

会

宮崎 信夫 様

友

「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 「友」
肩をくみ うたう友がいる
真実（まこと）をみつめ 語る友がいる
青い空のように 広がる世界の輪
それはロータリアン それはロータリアン
卓

話
「ＦＶＰ説明会」
中川 建司 国際奉仕副委員長
（ＦＶＰ担当）

「奉仕を通じて平和を」
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■出席者報告
第 1314 回例会
会員数 34 名
出席数 21 名

SAA 森田会員
2013 年 2 月 27 日
出席率 76.47％
欠席数 8 名

出席免除会員欠席数 5 名

第 1313 回例会（2/20）
メ－クアップ 1 名 修正出席率 82.35%
2/24 吉田会員
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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
2013.2.27

■東日本大震災義援金報告

２月 ２７日

３，０００円

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

米

山

2,000 円
137,000 円

ボ

ッ

ク

ス

山本会員
早いものですね。もう 2 月も後２日となり３月に入ります。
本日の合計
1,000 円
先週から今週にかけて行事があり私は大淀ロータリークラ
今年度累計
142,000 円
ブの４０周年記念式典等に参加させていただきました。２
月の２１日にザ・リッツ・カールトン大阪で３時半から８時２０
分までの長丁場で、第１部は記念式典が１時間、来賓には
ニ コ ニ コ 箱
報
告
シンガポールのマリーナシティ RC 会長、台北中正 RC 会
吉田 会員
長、大淀区長等が来られ記念事業では大淀警察署へ車 ■SAA
の贈呈、南三陸町へは復興祭りのためのスタッフジャンパ
●「菅本憲市郎会員を偲ぶ会」にて、菅本夫人より
ーのぼりの寄付が行われました。記念シンポジュームでは
菅本会員の名前で１０万円のニコニコ寄付を
会員であり今話題の柳本昌一前監督がコーディネーター
頂戴いたしました。
でパネリストとして陸上の朝原氏、山田氏、テコンドーの岡
菅本会員 本日は有難うございました。ニコニコ
本依子氏の面白い話を１時間にわたり聞かせていただき
に宜しくお願い致します。
ました。祝宴は６時から８時２０分まで司会は朝日放送の島
植田会員 昨日、今期初めてのゴルフに行って
田大・小寺右子アナウンサーを起用し、観世流の舞獅子
まいりました。
「高砂」、鏡開きミニコンサートでは元宝塚で昨年退団した
花原会員
おいしいカキをありがとうございました。
彩星りおんさんが６曲ほどうたわれました。会員の御嬢さん
鋳方委員長、片岡会長、吉田さん、
とのことでした。今まで他クラブの周年行事に参加したこと
村角さんお世話になりました。
がなかったのでよくわかりませんが、派手だったと思います。
久富会員 親子共々大変お世話になりました。
また、２４日は室津の牡蠣を堪能しました。親睦の鋳方さん、
楽しい旅行でした。
会場手配の村角さん、バス手配の吉田さんどうもありがとう
ございました。
■幹事報告

幹事

松本 正

■３月のバースデーロータリアン
３月 ２日
３月 ５日
３月１３日

・「菅本会員を偲ぶ会」は本日夜７時よりこの場所で行いま
す。受付は６時過ぎよりさせて頂きますが、会場への入場
は６時過ぎまでできませんので、ロビーにてお待ちいただ
くようお願い致します。

植田会員
山本会員
中川会員

・３月８日（金）シンフォニーホールにて開催されます「心の
ケアチャリティコンサート」のチケットが届きました。申込み
された方へは本日お渡ししました。

「奉仕を通じて平和を」
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卓

このロータリークラブのメンバー様に対しましては、まだ
まだ至らぬ私ではございますが、これからも御指導頂き
まして足手まといに成らない様につとめて参りたいと思
いますので宜しくお願い致します。

話

「イニシエーションスピーチ」

２．植田 誠 新会員

１．三島 和雄 新会員

出生
１９５８年（昭和３３年）７月
大阪市内出身
まず、入会に至った経緯といたしましては
当クラブの松川先生並びに吉田社長 両メンバーによ
る強烈な誘いを受けましたが、私みたいな者はとてもロ
ータリアンの仲間としてはふさわしくないので、拒み続
けてきたのですが、最後はお二人の熱い情熱で、おそ
る、おそる、仲間入りさせて頂いた次第です。今と成り
ましては、毎週の例会が今まで自分自身が知らなかっ
た事を、学習させて頂いてることに大変感謝しておりま
す。
家族の事ですが、
妻、子供は３人、長男は今年３１歳に成りますが吉本興
業の方で漫才をしております。長女は介護関係の病院
で障害がある子供のお世話させて頂いております。２
女は２４歳で花嫁の修業中でございます。
さて、仕事の事ですが、
私の父が万博の時（昭和４５年）に運送業を営むように
成り、私が１８歳（昭和５１年）のときに恩師であります高
校の先生に勧められ父のあとを継ぐ事を決めました。
２２歳位の時から冷凍冷蔵食品の需要が増えてきまし
て、輸入の食品も扱う様になり父も７３歳に成っていま
したので、私が２８歳の時に社長に就任する事と成りま
した。
いろんな事が有りましたが、多くの方に助けられ、良い
従業員に恵まれてここまでこれた事に感謝し、又、この
会社を残してくれた父にも大変感謝しています。
最後に成りますけれど

「奉仕を通じて平和を」
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皆様おはようございます。新大阪ワシントンホテルプラ
ザ植田です。長い不妊治療の末、結婚 10 年目の昨年
11 月 20 日に待望の子供を授かりました。今日は、その
辺のところを中心に「家族紹介」をさせて頂こうと思いま
す。しばらくお付き合いください。
私は昭和 47 年生まれの 40 歳、実家は京都の北部綾
部市です。妻は葉子と申しまして 35 歳、実家は岐阜で
す。妻は音楽家系の中で育ちまして、名古屋音楽大
学ピアノ課を経て現在は育児休職中ですが、ヤマハ音
楽教室にてシステム講師をしております。
私が 31 歳、妻が 26 歳の 2003 年に結婚いたしました。
当時はお互い「子供」より、「二人の生活を楽しもう」と
の考えが強く、新婚旅行で行ったハワイにはまってしま
い、その後 7 年続けて行くことになりました。その期間
中に、勢い余って、ヒルトンのタイムシェア形式のマン
ションを購入してしまったりもしました・・・。
そんなこんなで、子供を授かりたいと意識し始めたのは
結婚 5 年目くらいでしょうか。いざ作ろうと思ってもなか
なかできず、6 年目くらいから不妊治療を行うことにしま
した。
不妊治療にもいろいろございまして、まず薬による治療
で妊娠のしやすい体作りからはじめました。その後、人
工授精（人為的に精子を体内に戻す方法）。費用は一
回約 2 万円。を 3 年程試みるもだめでした。病院も「婦
人科」から「不妊治療専門」に変えました。
そして、体外受精への決断となりました。体外受精・・・
母体外で卵子と精子を受精させた後に母体に戻すと
いう方法です。費用の幅はありますが、私達は１回につ
きなんだかんだで約５０万程かかりました。私達、一般
サラリーマンには非常に高額です。自治体によって異
なりますが、豊中市で１回 15 万円の助成金を頂けまし
た。確率は高いとはいえ、体外受精も３回失敗しました。
お金の問題やら、精神的な疲れからか、もめる事も次
第に多くなりました。もう一回試みてダメなら、一年ほど
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休憩しようと決めました。そして昨年の２月に４回目の
体外受精。今回は、卵子の状態もよく、2 個戻すことに
しました。2 個戻すということは、双子が出来るという母
体へのリスクもありました。今までは、胚を体内に戻して
も着床（戻した卵が一定期間、子宮壁に定着すること）
もしませんでした。
一週間後の検診、初めて着床が確認され、一応妊娠
開始と言われました。
受精し着床する「妊娠力」と、胎児が順調に育つ「妊娠
維持力」。赤ちゃんを授かるのに必要な「産む力」。今
思えば、ほんとに簡単なことじゃないんだと思います。
その後は、順調に育ってくれ、昨年 11 月 20 日、双子
の女の子を授かることとなりました。
名前は「みゆ」と「ゆま」といいます。明日、私の実家京
都にて「お宮参り」をして来ます。毎年開催されている、
ロータリー家族会にお披露目できればと思っておりま
す。
ご清聴、誠にありがとうございました。

菅本憲市郎会員を偲ぶ会

２月２７日（水）１９時より新大阪ワシントンホテルプラ
ザ宴会場「紅梅」におきまして、昨年１２月３０日にご逝
去されました菅本会員を偲ぶ会が行われました。当日
は、菅本家よりご令室の菅本千代子様、ご子息の菅本
泰年様、訓生様ご兄弟を招き、当クラブ会員、ご家族、
また元会員５名とご令室１名様総勢３９名が集まり、菅
本会員の想い出を語り合い、知られざるエピソードなど
も披 露 して頂 き、和 やかなムードの偲 ぶ会 となりまし
た。
以下写真にて当日の模様を紹介いたします。

「奉仕を通じて平和を」
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内田 賴泰 元会員

向井 強 元会員

濱中 応彦 元会員

西村 淳一 元会員

水原 尚子 元会員

「奉仕を通じて平和を」
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次週のプログラム

第 1316 回例会／2013 年 3 月 13 日
◆挨

拶
「アンニョンハシムニカ 안녕하십니까 」
（韓国語）

◆ロータリーソング 「友」

本日のメニュー
洋食

◆卓
蕪のクリームスープ
仔羊のロティ パセリとニンニク風味

話
レディースサロン（公開卓話）
「ギター・ボーカルコンサート」
ギタリスト 浅沼 毅一 氏
ライブシンガー geet 氏

ロールパンとフランスパン
デセール サヴァラン

＊＊＊ 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
３

曜日

予定

時間他

６

水

第１３１５回 例会 「ＦＶＰ説明会」 安井国際奉仕委員長

13：00～ 定例理事会

８

金

「心のケアチャリティコンサート」於シンフォニーホール１９：００開演 （18：00 開場）新大阪ＲＣ協賛

９

土

１３

地区第２回クラブ社会奉仕委員長会議 9：30～11：45 於薬業年金会館 久富社会奉仕委員長出席
地区第２回クラブ職業奉仕委員長会議 １４時～１７時 於ＯＭＭビル

鋳方次年度職業奉仕委員長出席

水

第１３１６回 例会 レディスサロン 「ギター・ボーカルコンサート」

例会終了１３：４０頃

１６

土

地区第２回クラブ国際奉仕委員長会議 １４時～１６時

２０

水

例会休会 春分の日

２２

金

～２５（月）台北市中興ＲＣ創立２１周年記念式典参加ツアー

２３日（土）が記念式典

２７

水

第１３１７回 例会 「クラブヒストリー１１年目から１５周年まで」

１３：３０～絵画クラブ

於薬業年金会館 安井地区委員、中川国際副委員長 出席

イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower 他

「奉仕を通じて平和を」

Ａｒｔ.Kａｅｄｅ花通信他
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Miho´s年度
house 国際ロータリー会長
他☆素材通り☆他
http://ikoi12.fc2web.com/2.htm 他

