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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 2013.6.12

＊＊＊ ロータリーの綱領 ＊＊＊
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。

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

http://www.shin-osakarc.jp
＜本日のプログラム＞
第 1326 回例会／2013 年 6 月 12 日
本日の挨拶
「サワッ（ト）ディークラッ（プ）
（タイ語）
標
語
「Peace Through Service」

第 1325 回例会報告 （6 月 5 日）
■司会進行

SAA 村角会員

■ロータリー・ソング

SAA 三島会員

」

「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」

■来賓紹介
本日の卓話ゲスト
大阪梅田東 RC

SAA 松本（圭）会員
南條 賢太 様
近藤 幹雄 様

ロータリーソング 「R-O-T-A-R-Y」
R-O-T-A-R-Y That spells Rotary,
R-O-T-A-R-Y Is known on land and sea,
From North to South, From East to West,
He profits most who serves the best,
R-O-T-A-R-Y That spells Rotary

■出席者報告
第 1325 回例会
会員数 34 名
出席数 26 名

SAA 村角会員
2013 年 6 月 5 日
出席率 85.29％
欠席数 5 名

出席免除会員欠席数 3 名

卓

話

第 1324 回例会（5/22）
メ－クアップ 2 名 修正出席率 85.29%
5/28 松川会員
6/01 横山会員

イニシエーションスピーチ
菅本 泰年 新会員

「奉仕を通じて平和を」
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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
■会長の時間

会長

片岡 重裕
2013.6.5

い」が 2 割強、それが 16 歳から 19 歳では 6 割以上が使っ
ています。また、「曖昧模糊」を「あいもこ」、「かくかくしかじ
かで」を「かくしかで」でと若者の言葉は多彩です。言葉を
作る才能にはびっくりさせられます。今更そんな日本語を
否定しても美しい日本語が蘇るわけでもないので、生きた
濁流を眺めるつもりでいましょうと天声人語ではまとめてい
ました。

片岡会長と６月が誕生月の川内会員、大石会員

「世界平和の実現のために何をなすべきか」などについて
考える国際ロータリーの「世界平和フォーラム広島」が５月
１７、１８日に行われました。当初当地区にも動員がありまし
たが、宿泊施設の問題から登録は会長１名程度となってい
ました。世界各国から２５００人のロータリーが集まり、平和
６/９（日）向井強元会員所属「修羅」写真展（奈良市美術館）にて
についての議論がなされました。また、当地区８組に新た
にクラブが設立されました。
大阪みおつくしロータリークラブという名前で、2013 年 4 月 ■東日本大震災義援金報告
６月 ５日 ９，５００円
16 日付で RI への加盟を承認されました。例会場は、大阪
大学中之島センター9 階交流サロンで、例会日時 木曜日
14：30～15：30 で、認証状伝達式が 2013 年 6 月 17 日と
聞いております。少し引っかかる点は、昼の２時半から３時
ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
半というところで、昼食、夕食ではなくお茶、お菓子が出さ
れ、ビジターフィも 2,000 だそうです。
鋳方会員、片岡会員、谷口会員、村木会員、
月信ではロータリー財団の情報として【ポリオ症例数】が
村角会員、安井会員
記載されていました。2013 年 4 月 30 日現在、今年のポリ
オ発生件数は 24 例です。アフガニスタン 2、ナイジェリア
本日の合計
6,000 円
16、パキスタン 6 です。ちなみに 2012 年のポリオ発症件数
今年度累計
191,000
円
は 223 件ですので毎年かなり減ってきております。4 月 26
日-29 日、西アフリカのベニン、ブルキナファソ、コートジボ
アール、ギニア、ライベリア、マリ、シェラレオネでワクチン
米
山
ボ ッ ク ス
キャンペーンが行われ、約 3 千万人の 5 歳以下の子どもた
ちにワクチン投与が行われました。
鋳方会員、片岡会員、谷口会員、村木会員、
話は変わりますが、皆さん、日本語の変化に気付かれて
村角会員、山路会員
いますか。腹が立つという意味で「むかつく」も使われつつ
本日の合計
6,000 円
あります。日常会話で使う人が全体の約半数、30 代までに
今年度累計
192,000 円
限れば 4 分の 3 を超えるそうです。文化庁で国語世論調査
というのがあるそうですが、「なにげなく」を「なにげに」とい
う人が約 3 割、「正反対」を「真逆」、「中途半端」を「半端な

「奉仕を通じて平和を」
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■SAA

告

委

稲田 会員

鋳方会員 急に暑くなりました。健康に注意して、
元気に毎日を過ごしましょう！
生尾会員 淀輪会ゴルフコンペ ２位でした。
稲田会員 月初
植田会員 義父に帰省中の家族も帰って来、家
族４人の生活が始まりました。楽しさと
大変さで・・・。
遠藤会員 月の初め、新たな気持ちで！
片岡会長 月初につき。
田中会員 次年度親睦、社会奉仕、国際奉仕合
同で、１９日に発足記念懇親会を行
います。委員の方は出席をお願いし
ます。
松本（圭）会員 月初
松本（正）会員 今日は友人の南條さんが卓話
に来てくれました。幹事あとひと月！
三島会員 暑くなりました。がんばります。
村木会員 月初につき。
村角会員 梅雨入りになって晴天が続いていま
す。暑さに負けないよう頑張りましょ
う。
山本会員 恙なく一ヶ月が過ぎました。
■幹事報告

幹事

会

報

■次年度親睦委員会

告
田中 宏 委員長

・６月１９日（水）夕方６時半より次年度親睦、社会奉仕、国
際奉仕委員会の合同結成懇親会を行います。場所は梅
田第３ビルのエスカイヤクラブです。出欠は１２日の例会
でお伺いします。
・次年度７月１３日（土）京都上七軒で１７時半頃よりビアガ
ーデンを楽しみたいと企画しております。時間のある方
は早めに京都に行き、祇園祭の山鉾を見学したいと思い
ます。予定を空けておいてください。

卓

話

「ラグビー普及を通しての子供達との対話」
南條 賢太 様

松本 正

・大阪御堂筋ＲＣと大阪本町ＲＣが次年度７月１日より合
併致します。それに伴う事務局開設の案内が届きまし
たので、回覧します。
・先週お越しいただきました「ライフ・リバー」の畑野 研
太郎先生より、早速寄付金の使途明細（診療カルテ）
が届きました。回覧します。
・地区青少年交換委員会より２０１４年～１５年の青少年
交換プログラム、派遣学生募集要項が届いております。
これも回覧します。ロータリアンの子弟も参加可能です。
ご希望の方は事務局までお申し出ください。
・次週６月１２日（水）は福島中央ＲＣより現会長、直前会
長、直前幹事の３名が例会に出席されます。昨年こち
らから訪問した際にも大変お世話になりましたので、皆
様からもお礼を言っていただくようよろしくお願いしま
す。
・６月の予定表をメールボックスへ配布しておきました。
ご確認下さい。今月は若干行事が追加される可能性
がありますので、決定しましたらその都度お知らせしま
す。よろしくお願いします。
・本日例会終了後、今年度最終の定例理事会を行いま
す。理事の皆様ご参集ください。

「奉仕を通じて平和を」
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経歴：大阪工大高でラグビーを始め高校日本代表、明
治大学で学生日本代表、神戸製鋼で日本Ａ代表
現職：ラグビーのまち東大阪アドバイザー
日本ラグビーフットボール協会リソースコーチ
明治大学時代に学生ラグビー選手権優勝、神戸製鋼
でも日本一に輝いたラグビー選手、南條賢太さんによ
る、現在教育現場での「タグラグビー」を通じての子供
たちとのふれあいについての卓話。「タグラグビー」は、
近年、主に年少者向けに開発されたスポーツで、通常
のラグビーと違って、タックルはせず、腰につけたタグを
奪うことでタックルの代わりとなるので怪我の心配が少
ない。南條さんは現在、大阪の多くの小学校で、体育
実習として、タグラグビーの普及を進めているが、その
中で、いわゆる「崩壊学級」の子供たちとタグラグビー
を通じて触れ合うことで、クラスがまとまっていく様をお
話頂いた。
またこうして、子供たちにラグビーを広く知ってもらうこと
で、2019 年日本で開催されるラグビーのワールドカッ
プの盛り上がりに繋がっていくのではないかと言う。
（文：松本正会員）
2012～13 年度 国際ロータリー会長 田中 作次
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次週のプログラム
本日のメニュー
～和食～
冬瓜の水羊羹仕立て
油目の焼霜造り
第 1327 回例会／2013 年 6 月 19 日

鱸のオリーヴオイル焼き
◆挨

牛ヒレステーキ 紫蘇風味焼き

拶
「サワッ（ト）ディークラッ（プ）

」

（タイ語）
◆ロータリーソング 「R-O-T-A-R-Y」

ご飯 香物 蛤の吸い物
デザート（忍び梅）

◆卓

話
「新旧各委員会引き継ぎ」

＊＊＊ 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
６

７

曜日

予定
時間他
第１３２６回 例会 イニシエーションスピーチ 菅本 泰年新会員 12：00～歴代会長会
会長・幹事慰労会 18：30～ 於チャイナテーブル（ワシントン）

１２

水

１６

日

１９

水

２６

水

第１３２８回 例会

３

水

第１３２９回 例会 新年度挨拶 横山会長・北野幹事

歩こう会「大阪の諸道を行く～熊野街道実は紀州街道」第６回

9：30 南海電車尾崎駅集合

第１３２７回 例会 新旧各委員会引き継ぎ

12：00～被選理事会

次年度親睦・社会奉仕・国際奉仕合同懇親会１８：３０～ 於エスカイヤクラブ 13：30～絵画クラブレッスン
一年を振り返って 会長・幹事 ・ 外部卓話「献血のお話」

13：30～定例理事会

イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower ・ ☆素材通り☆他
他（C）ikoi・Miho´s house 他
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風と樹と空とフリー素材 http://kaze-sora.com/他
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[素材大好き.com]http://www.sozaidaisuki.com 他

http://

Miho´s
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