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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 2013.3.27

＊＊＊ 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 1317 回例会／2013 年 3 月 27 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」
「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

■ロータリー・ソング

SAA 松川会員

■来賓紹介

SAA 北野会員

本日の卓話ゲスト
大阪 RC
会 友
米山奨学生
■出席者報告
第 1316 回例会
会員数 34 名
出席数 25 名

ギタリスト 浅沼 毅一
シンガー geet
玖村 信夫
宮崎 信夫
李 政

「台北市中興 RC２１周年記念式典参加報告」
片岡 重裕 会長
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様
様
様
様
君

SAA 湯浅会員
2013 年 3 月 13 日
出席率 79.41％
欠席数 7 名

出席免除会員欠席数 2 名

話

「奉仕を通じて平和を」

第 1316 回例会報告 （3 月 13 日）
■司会進行
SAA 湯浅会員

第 1315 回例会（3/6）
メ－クアップ 3 名 修正出席率 85.29%
2/24 村角会員
2/24 安井会員
2/24 山本会員

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
2013.3.13

などあげられます。自律神経に影響を及ぼしているそうで
すが、黄砂、pm2.5、花粉症などと相まって大変受難の時
期です。マスクや、服装等に気を付けてお過ごし下さい。

■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
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

片岡会長より、今月で米山奨学生を終了する李政君に
記念品が贈られました。李政君１年間お疲れ様でした！

4,000 円
141,000 円

今日は浅沼毅一様、geet 様生演奏を楽しみにしておりま
米
山
ボ ッ ク ス
す後ほどよろしくお願いいたします。震災からちょうど 2 年
になりますが、先週金曜日に心のケアチャリティコンサート
鋳方会員、田中会員、中川会員、山路会員
がザ・シンフォニーホールで行われました。主催は京フィ
ルでしたが、協賛に IM6 組が入って行われました。京フィ
本日の合計
4,000 円
ルハーモニー室内合奏団の演奏 3 曲、寺尾仁志と human
今年度累計
146,000
円
note200 人の合唱、元ゴダイゴのタケカワユキヒデのモンキ
ーマジックや銀河鉄道 999 の歌や観客も一緒に歌ったり、
バラエティに富んだコンサート楽しかったです。このコンサ
ートによる収益などの義援金を、心のケアを行っている石
巻市の災害移動支援ボランティア「Rera」と社会貢献共同
ニ コ ニ コ 箱
報
告
体ユナイテッド・アース「南三陸町復興応援プロジェクト」に
北野 会員
渡されました。テレビや世間では絆が風化しているといわ ■SAA
れますが、ロータリーでは決してそんなことはないと思って
片岡会長 北野会員、卓話を今日はありがとうご
います。少しトピックスとして印象に残ったのは、タケカワ氏
ざいます。
が、譜面代わりにアイパッドを持ち歩いておられました。今
北野会員 浅沼さん、ギートさんの演奏会よろし
年 60 歳ですが、十分使いこなしておられました。
くおねがいします。
さて話は変わりますが、皆さん体調はどうですか？私は、
久富会員 楽しいコンサートでした。ありがとうご
前回の胃腸炎に引き続いて、のど風邪を引いております。
ざいました。声のかれるコンサートは
見た目より過保護で育てられたせいか、大変もろい私です。
はじめてでした。
昨日の寒暖差は大きく最低気温が 1.7 度、最高気温が
村木会員 春が来た!!かな？
16.8 度と 15.1 度も差があり今年一番でした。ちなみに信楽
山本会員 前回欠席のお詫び。
では－6.9 度、17.2 度と差が 24.1 度もありました。この温度
差により体調を崩す人も多いと思われます。実際にこの乱
高下が原因で発生する病気が寒暖差アレルギー(血管運
動性鼻炎)と言われ、症状はくしゃみ、鼻水、鼻づまり、そ
の他食欲不振、睡眠トラブル、疲れやすい、いらいらする

「奉仕を通じて平和を」
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委

員

■親睦委員会

会

報

告

鋳方 貞了 委員長

３月２４日（日）は歩こう会です。９時半に南海電鉄<堺
東駅」に集合して下さい。参加される方は詳しい内容を
書いたプリントをお持ち帰りください。
■社会奉仕委員会

久富 義郎 委員長

2013.3.9.（土）9：30～11：45
RC2660 地区
「2012-13 年度第２回社会奉仕委員長会議出席報告」
議題
１．いじめ問題について
・・大阪府教育推進連盟 教育問題研究部長 山田
孝
①いじめとは：特定の子を集団で継続して仲間はずれ
にして精神的・肉体的苦痛を与える問題行動と定義し、
単なる「いじわる」や「けんか」などと本質的に異なった
問題行動である。
②いじめ行為の原因や背景
③いじめ行動の様態
④いじめられるこのタイプ
などの分析の結果、「いじめ」と「ふざけて」いる状態が
区別できない境界領域が多く対処に困難性がある。こ
の問題に RC がいかにかかわれるか難しい。パストガバ
ナー大谷透先生の提案は、「いじめの言葉とは逆にこ

「奉仕を通じて平和を」
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れをただす言葉かけなど、これを顕彰するなどして、こ
んな声かけを広げていく方法」であった。
２．大阪湾再生推進について
・・国土交通省 近畿地方整備局 企画部 技術企画
官 岡 良
①大阪湾再生行動計画の策定
・１９６０年代ごろから環境が悪化
・平成１５年「大阪湾再生推進会議」を設置
・平成１６年「大阪湾再生行動計画」を策定
大阪湾再生の目標
森・川・海のネットワークを通じて、美しく親しみやすい
豊かな「魚庭（なにわ）の海」を回復し、京阪神都市圏と
して市民が誇りうる「大阪湾」を創出する。
②大阪湾の環境改善に向けた３つの柱
ⅰ陸域負荷軽減の推進（食事制限）
・下水道の普及促進
・河川の浄化対策
・森林の整備保全
・流入ゴミ削減
ⅱ海域での環境改善対策推進（治療）
・藻場干潟などの生物生息域の創出
・海上、海岸ゴミの回収活動など
ⅲ大阪湾再生のためのモニタリング
・環境監視のためのモニタリング（大阪湾再生水質一斉
調査）
・市民参加によるモニタリングなど（大阪湾生き物一斉
調査）
③多様な主体との連携
ⅰ生き物一斉調査
ⅱ水質一斉調査
ⅲ大阪湾フォーラム（大阪湾見守りネット誕生）
④環境活動に取り組む団体との意見交換など
＊大阪湾再生への参画について・・大阪湾再生推進会
議事務局が情報提供し個別説明も行っている。
３．献血について
・・日本赤十字社大阪府赤十字血液センター推進課係
長：藤原靖三
・輸血血液は基本的に献血で賄われている。輸血を必
要とするのは、主に増えつずける高齢者であり、献血を
する若年層が減少している。１０代、２０代ともに減少。
献血の啓もう活動と、人の集まるところで献血できる環
境システムが必要。
４．結核行政について
・・結核予防会 企画・医学科：平山隆則
大阪は結核罹患率ワースト１である。
定職に就かないニートと呼ばれる、若年者と老人に発
症者が増えている。→検診の徹底を行う。
＊RC の社会奉仕委員長にどんな奉仕活動があるかを
レクチャーする会であった。今後の活動の一助にした
い。
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■幹事報告

幹事

松本 正

シンガー紹介

singer geet （ギィート）氏

・先週３月６日に行われました定例理事会の議事録をメー
ルボックスに配布しておきました。ご確認下さい。
・守口イブニングロータリークラブより例会変更のお知らせ
が届きました。回覧します。
・次週３月２０日は祝日（春分の日）につき例会休会です。
次回例会は３月２７日となります。

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
演奏者紹介

プロフィール ソウルミュージック、R&B、Disco、ジ
ャズなど洋楽のカバーを中心に関西のホテルや
バー、ライブハウスにて活 躍 中 のライブシンガ
ー。
ORC200 ヴォーカルクイーンコンテストに出場、２
度の準グランプリを獲得する他、全国展開してい
るインテリア雑貨店「Franc Franc」の音楽ブラン
ド 「 Franc Franc Music 」 よ り 発 売 さ れ た CD
「Someday」をはじめ数々のレコーディングにも多
数参加。大小様々な会場でのステージを経験し、
２００９年、老舗ライブハウス「ケントス大阪のハ
ウスバンドのメインボーカルを務め２０１０年秋に
は京セラドームにてプロ野球公式戦での国歌独
唱を果たす。（you tube にてご覧いただけます。）
現在はクラブイベントでの DJ とのジョイントや、ギ
ターデュオ、ピアノデュオ、バンドでのステージな
ど様々な形で活動を行っている。

浅沼毅一氏

～曲目リスト～
プロフィール スティーブ・ヴァイやイングヴェイ、エ
リック・ジョンソンなどに影響を受けエレキギターを
始める。高校卒業後、大阪スクール・オブ・ミュージ
ック専門学校、クリエーター科に入学。卒業後土野
裕司氏に師事。１９９８年にバークリー音楽院に入
学のため渡米。音楽理論やアレンジ、ジャズを学
ぶ。同校ではジム・ケリー、ウェイン・クランツ、ティ
ム・ミラー、トモ藤田やジョン・フィン等に学ぶ。２００
２年にギターパフォーマンス科を卒業。マイクスター
ンのマスタークラスレッスンも受ける。現在は専門
学校の講師やサポートミュージシャン、楽器のデモ
ンストレーション他、ギタリスト３人編成のバンド、ait
guitar trio にて関西を中心に活動中。ギブソンジャ
ズギターコンテスト２００３バンド部門グランプリ獲
得。

「奉仕を通じて平和を」

－4－

１．Moon River/ヘンリー・マンシーニ
２．Tennessee Waltz/ピー・ウィー・キング
３．Feel Like Makin‘Love/ユージン・マクデアニエルズ
４．Close To You/バート・バカラック
５．I Will Always Love You/ドリー・パートン
６．糸/中島みゆき
７．My Way/ジャック・ルヴォー＆クロード・フランソワ
アンコール：Dancing Queen/アバ
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★本日のビジター

大阪 RC 玖村 信夫 様

宮崎 信夫 会友

会員ご令室の皆様

「奉仕を通じて平和を」
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次回のプログラム

本日のメニュー
～洋食～
鶏のテリーヌ “桜の香り”

第 1318 回例会／2013 年 4 月 3 日

チキンコンソメ 春キャベツとつくね
◆挨

桜鯛グリル 筍の木ノ芽焼き添え
ロールパン＆フランスパン

拶
「 チャオ・アム(相手男性)
チャオ・チ(相手女性)

Chào anh
Chào chi」
（ベトナム語）

◆国歌斉唱 「君が代」
◆ロータリーソング 「友ら集いて」

珈琲

◆卓

話
第９回クラブフォーラム
米山奨学小委員会
山本 恵眞 委員長

＊＊＊ 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

曜日

予定

時間他

３

２７

水

第１３１７回 例会 「台北市中興 RC２１周年記念式典参加報告」 絵画クラブは３月お休みです。

４

３

水

第１３１８回 例会 第９回クラブフォーラム 米山奨学小委員会 13：30～定例理事会

７

日

第３０回 健康家族の会 「桜ハイクｉｎ京都」

１０

水

第１３１９回 例会 「クラブヒストリー１１年目から１５周年まで」

１１

木

地区国際奉仕委員会 15：00～ 於 ガバナー事務所

安井地区国際奉仕委員出席

１５

月

GSE ハンブルグチーム受入 ９：３０新大阪ワシントンホテル集合
大阪回生病院職業研修（午前中）ワシントンにて昼食１３時引き渡し

片岡会長・松本幹事・安井委員長・
久富会員参加予定

１７

水

第１３２０回 例会 卓話未定

13：30～絵画クラブレッスン

２４

水

第１３２０回 例会 「イニシエーションスピーチ」山路高純新会員

9：30 阪急京都線河原町東改札集合

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」
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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

