週

報

新大阪ロータリークラブ

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 2013.3.13

＊＊＊ 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 1316 回例会／2013 年 3 月 13 日

■司会進行

本日の挨拶
「アンニョンハシムニカ 안녕하십니까 」
（韓国語）
標
語
「Peace Through Service」

第 1315 回例会報告 （3 月 6 日）
SAA 湯浅会員

■ロータリー・ソング

SAA 松川会員

■来賓紹介

SAA 松尾会員

元会員

向井 強 様

「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 「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
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

「奉仕を通じて平和を」

■出席者報告
第 1315 回例会
会員数 34 名
出席数 25 名

出席率 76.47％
欠席数 8 名

出席免除会員欠席数 1 名

2/24
2/24
2/24
2/24
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SAA 湯浅会員
2013 年 3 月 6 日

第 1314 回例会（2/27）
メ－クアップ 5 名 修正出席率 85.29%
生尾会員
3/04 松川会員
田中会員
松本（圭）会員
横山会員

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
2013.3.6

３月が誕生月の植田会員、中川会員と片岡会長

人もの死者・行方不明者を出した東日本大震災。今、関係
各機関が持つ膨大な災害情報＝「震災ビッグデータ」から
震災の全貌を明らかにする動きが広がっています。
去年９月からＮＨＫやグーグル日本法人、ツイッター社な
ど８社・団体が、それぞれが有する膨大な災害関連情報を
持ち寄り、解析を試みています。さらに、このビッグデータ
を利用して「新たな防災ツール」を構築しようと、産官学を
越えてさまざまなプロジェクトも立ち上がっています。
番組では、あの日人々が何を求め、どう行動したのか、
残された映像などからだけでは分からなかった東日本大
震災の全貌を「ビッグデータ」から解き明かす。被災地の
数十万人の行動の軌跡、車載カーナビに残された車の走
行記録、震災１週間でつぶやかれた１億８千万のツイート
などあるそうです。
津波で当然その浸水力住民は逃げるような行動を起こし
ますが、時間がたつと以上の人間が戻ってきます。そして
津波被害にあっています。何故かわかりますか？助けに
行こうとして命を失った人が多い町がありました。今後そう
いった行動の分析から新たな連絡等の日本ならできる手
段の開発を期待します。

■東日本大震災義援金報告

３月 ６日

４，０００円

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ

村木会員 「第２回米山功労者」認証
おめでとうございます！

鋳方会員、田中会員、中川会員、山路会員
菅本憲市郎会員の偲ぶ会には多数ご参加いただいて
ありがとうございます。準備不足からバタバタしてしまい、
申し訳ありませんでした。ちょうど私は急性胃腸炎の真っ
最中でしたので、あまり食事も食べれず、話も集中できず、
家内に叱咤激励されながら過ごした状態でした。今週金
曜日は、心のケアチャリティコンサートがシンフォニーホー
ルで開催されます。東北３県の心のケアを行う NPO 団体
に対して数十万円の寄付を行い、物資ではなく、精神面
から被災者に対して援助を行う事業です。今後の、継続と
地域とのかかわりに期待しています。また、土曜日には地
区の社会奉仕、職業奉仕委員長会議がございます。久富
委員長、鋳方次年度委員長よろしくお願いいたします。
震災に関連して少しお話をします。３月３日の日曜日の
夜、９時からの NHK 特集で「いのちの記録」を未来へ～震
災ビッグデータ～という番組を見られましたか？１万８５００

「奉仕を通じて平和を」
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本日の合計
今年度累計

米

山

4,000 円
141,000 円

ボ

ッ

ク

ス

鋳方会員、田中会員、中川会員、山路会員
本日の合計
今年度累計

4,000 円
146,000 円
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新大阪ロータリークラブ
ニ コ ニ コ 箱

報

■SAA

告

卓

北野 会員

向井強様（元会員）よりご厚志頂戴しました。
鋳方会員 カキの会、楽しく、おいしく、無事に終
わりました。皆様色々とありがとうござ
いました。
稲田会員 月初。
大石会員 早退のお詫び。
大橋会員 一寸嬉しい事がありました。
田中会員 前回欠席のおわび。
中川会員 本日卓話を担当させて頂きます。
花原会員 妻の誕生日に新鮮な野菜や果物あり
がとうございました。美味しく頂きまし
た。
松川会員 このまま暖かく なって欲 しいもので
す。
松本（圭）会員 春の気配が感じられます。
三島会員 一寸嬉しいことがありました。
吉田会員 来週の公開卓話にたくさんの参加お
願いします。

■幹事報告

話

幹事

松本 正

・２０１３年～１４年度のロータリー手帳申込みを受付します。
回覧しますのでご希望の方は記入して下さい。

「ＦＶＰ説明会」
中川 建司 国際奉仕副委員長
（ＦＶＰ担当）

「来年度からいよいよ FVP（新補助金制度）が始まりま
す。
我々がロータリー財団に寄付してきた資金を、我々の
計画によって必要とされるところへ援助できる仕組みで
す。皆さんのアイデアをご提供願います。」

当日使用した資料は別紙にて配布させて頂きます。尚、
地区ＨＰよりカラー版がダウンロードできます。
ＰＤＦ資料：
http://www.ri2660.gr.jp/active/data/fvp12-13/fvp0
・３月の月間予定表をメールボックスに配布しておきました。 4.pdf
ご活用ください。また、メールでもお送りしておきます。
・盲導犬育成支援をしております「日本ライトハウス」より会
報誌が届きました。回覧します。

・３月８日（金）の「心のケアチャリティコンサート」はシンフォ
ニーホールにて開催されます。１８時開場、１９時開演と
なっております。お申込みいただいた方々、楽しんでき
てください。
・本日例会終了後、定例理事会を行います。

「奉仕を通じて平和を」
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ＰＰＴ（プレゼンテーション）資料：
http://www.ri2660.gr.jp/active/data/fvp12-13/fvp0
4.ppt
さらに、ＦＶＰに関する資料は地区ＨＰにたくさん用意さ
れておりますので、こちらをご覧ください。
http://www.ri2660.gr.jp/active/zaidan_fvp.html#qa
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本日のメニュー
～和食～

次回のプログラム
春盛り
(一皿)

花山葵のお浸し
里芋六法田楽
飯蛸桜煮
空豆
蕗の東寺巻き
油目・木ノ芽焼き

第 1317 回例会／2013 年 3 月 27 日

お刺身盛り合わせ
桜鯛昆布〆 菜の花西京漬け 鮪
牛ヒレステーキ

◆挨

山わさびしょう油風味

◆ロータリーソング 「友」

桜海老ご飯 香物

◆卓

春キャベツと地鶏のスープ

次週３月２０日（水・祝）は例会休会
です。次回は３月２７日（水）です。

予定表

日
３

曜日

１３

水

１６

土

２０

水

２２

金

２４
２５
２７

話
「クラブヒストリー １１年目から１５周年まで」
片岡 重裕 会長

桜餅 (関東風)

月

拶
「アンニョンハシムニカ 안녕하십니까 」
（韓国語）

＊＊＊ 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

時間他

第１３１６回 例会 レディースサロン 「ギター・ボーカルコンサート」 例会終了１３：４０頃
地区第２回クラブ国際奉仕委員長会議 １４時～１６時

於薬業年金会館 安井地区委員、中川国際副委員長 出席

米山感謝祭 於大阪国際交流センターホテル３Ｆ 18：00～20：30
例会休会 春分の日
大阪大手前ＲＣ創立３０周年記念式典 於帝国ホテル

１７：３０～（式典）１９：００～（祝宴）
２３日（土）が記念式典

日
月

～２５（月）台北市中興ＲＣ創立２１周年記念式典参加ツアー
歩こう会「大阪の諸道を行く～熊野街道」第３回
ＩＭ第６組会長・幹事交流会 於グリル光陽

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

１８：００～ 松本幹事出席

イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower 他
Ａｒｔ.Kａｅｄｅ花通信他

「奉仕を通じて平和を」

－4－

Miho´s年度
house 国際ロータリー会長
他☆素材通り☆他
2012～13
田中 作次
http://ikoi12.fc2web.com/2.htm 他

