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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 2013.6.26

＊＊＊ 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 1328 回例会／2013 年 6 月 26 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 1327 回例会報告 （6 月 19 日）
■司会進行

SAA 村角会員

■ロータリー・ソング

SAA 三島会員

」

■来賓紹介

SAA 松本（圭）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」
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
卓
話
「献血の現状について」
大阪府赤十字血液センター
献血推進一部 推進課長
石上 雅一 様
献血推進一部 推進課
清山 幸彦 様

「奉仕を通じて平和を」
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北野会員紹介ゲスト
尼崎西 RC

■出席者報告
第 1327 回例会
会員数 34 名
出席数 27 名

横田 靜雄 様
那須 健治 様

SAA 村角会員
2013 年 6 月 19 日
出席率 82.35％
欠席数 6 名

出席免除会員欠席数 1 名

第 1326 回例会（6/12）
メ－クアップ 4 名 修正出席率 85.29%
6/12 松川会員
6/12 湯浅会員
6/19 花原会員
6/19 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
2013.6.19

尼崎西ＲＣ
那須 健治 様

北野会員と
７月入会予定の
横田 靜雄 様

粛々と行事が終わっていきますが、先週水曜日の会長幹
事慰労会、どうもありがとうございました。少し紹興酒を飲
みすぎて寝冷えして体調を崩しました。また、日曜日の歩
こう会、ご苦労様でした。さて、福島中央ロータリークラブか
ら礼状が届いています。少し読ませていただきます。また、
申し上げるのが遅くなりましたが、菅本会員のお母さまを
会友にすることに、理事会で決まりましたのでよろしくお願
いいたします。
さて、梅雨に入って久しぶりの雨、変な言い方ですが、５
月２８日で、少しは降っていましたが、ようやく本格的な雨
がやってまいりました。ニュースでは、各地の作物が、空梅
雨で被害が出て野菜の高騰、鴨川の床が、これ以上ひや
がると匂いがするかも、とか聞きますと、近畿の水がめ「琵
琶湖」も干上がってきて取水制限しなあかんのかと心配し
て調べると、まったく大丈夫だそうです。琵琶湖は６月１７
日現在、－２５センチなのですが、この梅雨時期（６月１６
日～８月３１日）は－２０センチぐらいに設定しているそうで
少し少ないくらいだそうです。その調整は、瀬田川の洗堰
で放流調整していて台風シーズンの９月１日～１０月１５日
にかけては－３０センチに設定し、下流が洪水にならない
よう管理されています。ちなみに普段は、+３０センチが常
時満水位で、雨が降らないと１日１センチから２センチ低下
するそうです。なんだか我々も琵琶湖みたいで首根っこを
家内に管理されてるような気がしました。以上です。

宮崎 信夫 会友

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
北野会員
本日の合計
今年度累計

米

山

１,000 円
196,000 円

ボ

ッ

ク

ス

北野会員、吉田会員
本日の合計
今年度累計
■東日本大震災義援金報告

2,000 円
198,000 円

６月 １９日 ３，０００円

「奉仕を通じて平和を」
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ニ コ ニ コ 箱

報

卓

告

■SAA

話

稲田 会員
「新旧各委員会引継ぎ」

北野会員

入会予定の横田さんをよろしくおね
がいします。
花原会員 奥池-甲山ハイキング 楽しい一時を
ありがとうございました。
松川会員 お休みが続きました。すみません。
松本（正）会員 先日は、会長・幹事慰労会ありが
とうございました。
横山会員 次年度、みなさまのご協力をよろしく
お願い致します。
吉田会員 やっと雨が降りました。
■幹事報告

幹事

松本 正

・大阪大淀ＲＣより創立４０周年記念誌、大阪北ＲＣより
創立６０周年記念誌が届きました。回覧します。
・日本キリスト教海外医療協力会（ＪＯＣＳ）より年次報告
書が届きました。こちらも回覧します。
・先週当クラブにお越しいただいた福島中央ＲＣの桐原
会長が例会で挨拶をされましたが、その内容を週報誌
面の都合により別紙にコピーしてメールボックスへ入れ
ております。よろしくお願い致します。

委

員

会

報

■次年度親睦委員会

告
田中 宏 委員長

・６月１９日（水）１８時３０分より開催の「次年度親睦・社会
奉仕・国際奉仕合同委員会」について
・次年度７月１３日（土）の「京都祇園祭山鉾見学と上七軒
ビアガーデン」について
■絵画クラブ

谷口 光夫 会員

本日は絵画クラブのレッスン日です。裸婦デッサンの日で
す。皆様ご参加下さい。

関連委員会ごとに各テーブルへ移動し、次年度へ向け
て各委員会の引継ぎを行いました。

「奉仕を通じて平和を」
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「第 31 回

奥池－鷲林寺－甲山ハイク」

＝紫陽花は雨の雫を懐に＝
健康家族の会

9 時に阪急 芦屋川駅に 5 人が集合。当日はハイキング日和で芦屋川駅前広場はすでに多くの
ハイカーが集まっていました。9 時 40 分初の奥池行き阪急バスも満員でした。ゴロゴロ橋と終点の
奥池でほとんどの人が降りました。奥池のふちに沿って、涼しい谷道を進み、途中の小休止の時、
松尾リーダーから全員にユンケル皇帝液のプレゼントがあり、元気が出ました。
鷲林寺まで一気に歩き、お参りの後北山貯水池の池を半周めぐり、12 時 5 分、昨年 4 月にカレー
パーティーを行った池のほとりにある東屋に着きました。軽くビールで乾杯してお弁当タイムです。
周りはつつじが満開で、家族連れも見受けられました。
昼食後、目の前に見える甲山(309m)に一息で登り、神呪寺に下りました。見晴台では阪神間が
一望出来、はるか遠く天王寺のハルカス(300ｍ)も確認出来ました。神呪寺近くで、西国八十八か所
にちなんだりっぱな 88 体の石仏にお参りして、山を下り、住宅街を通り、阪急 甲陽園に着きまし
た。
軽くビールが飲める店を探しましたが、めぼしい店が無く、苦楽園口近くの「サイゼリヤ」に
入りました。小エビのカクテルサラダ、チョリソー、辛みチキン、ソーセージとポテトのグリル、
真イカのパプリカソース、マルゲリータ・ピザ、サラミとパンチッタのピザ等を頼み、楽しい話が
はずんで、生ビールは 16 杯、酎ハイ 1 杯、白ワン 2 杯等をたいらげ、気が付いたら 2 時間半も過
ぎていました。店を出て酔った勢いで夙川駅まで歩く事になり、夙川沿いを良い気分で歩き、
ようやく駅に 17:15 着。夙川駅で無事解散しました。
（文：花原昭弘会員）

北山貯水池にて。後方は甲山

「奉仕を通じて平和を」

西国八十八か所 石仏
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「奉仕を通じて平和を」
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次週のプログラム

本日のメニュー
～和食～
鮪とアボガドの湯葉巻き
太刀魚の難波焼き
丸茄子・海老そぼろ蒸し

第 1329 回例会／2013 年 7 月 3 日
牛しゃぶしゃぶサラダ
◆挨 拶
「ボンジュール Bonjour」 （フランス語）

ご飯 香物 味噌汁

◆国歌斉唱
◆ロータリーソング

レモンプリン

◆卓

「君が代」
「奉仕の理想」

話

「新年度挨拶」
横山会長・北野幹事

＊＊＊ 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

６

２６

水

第１３２８回 例会

７

３

水

第１３２９回 例会 新年度挨拶 横山会長・北野幹事

１０

水

第１３３０回 例会 クラブアッセンブリー地区協議会報告及び新年度方針 各委員長、発表をお願いします。

１３

土

「京都上七軒ビアガーデン納涼大会」17：30～上七軒歌舞練場

１７

水

第１３３１回 例会 「大阪湾再生の取組みについて」黒川文宏様他

一年を振り返って 会長・幹事 ・ 外部卓話「献血のお話」

12：15 臨時理事会/臨時総会（例会にて）

13：30～定例理事会

１３：３０～絵画クラブレッスン

イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower ・ ☆素材通り☆他
他（C）ikoi・Miho´s house 他

「奉仕を通じて平和を」

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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