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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／横山 洋一郎 幹事／北野 克美 会報委員長／村木 茂 会報副委員長／森田 智博
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

Ｎｏ．1329
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＊＊＊ 四つのテスト ＊＊＊

＊＊＊ 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

第 1328 回例会報告 （6 月 26 日）

＜本日のプログラム＞
第 1329 回例会／2013 年 7 月 3 日
本日の挨拶
「ボンジュール Bonjour」 （フランス語）
標
語
「Engage Rotary Change Lives」

SAA 村角会員

■ロータリー・ソング

SAA 花原会員

■来賓紹介

「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」

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 ｢奉仕の理想｣
奉仕の理想につどいし友よ
御国にささげん 我らの業
望むは世界の久遠の平和
めぐる歯車いや輝きて
永久に栄えよ
我らのロータリー ロータリー
卓
話
「新年度挨拶」
横山会長・北野幹事

「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」

■司会進行

－1－

本日の卓話ゲスト

SAA 松本(圭)会員
大阪府赤十字血液センター
石上 雅一 様
清山 幸彦 様

■出席者報告
第 1328 回例会
会員数 34 名
出席数 27 名

SAA 村角 会員
2013 年 6 月 26 日
出席率 82.86％
欠席数 5 名

出席免除会員欠席数 2 名

第 1327 回例会（6/19）
メ－クアップ 1 名 修正出席率 85.29%
6/19 山本会員

2013～14 年度 国際ロータリー会長 ロン Ｄ・バートン

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
2013.6.26

しかし この２年程のものすごい神経痛は 多くの方が
受ける神様からの 「老人入会病」 とはいえ、ようやく自分
にもやってきたようです。普通に道を歩く ということは す
ごいシアワセなんです・山を下れるなんて夢です。少し前
から全身のダルさが和らぎ ラジオ体操が完全に出来る＝
正夢です。 お陰で 仕事を息子に渡せる喜びと月給が
半分になる嬉しさに「寛無量」です。
当然 もうしばらくロータリーに残れと言われるうちが華・
しかし、年齢的にも 体力的に自信を無くした僕が 何の
目的も持たず、ただ単に毎週出席する事を考えると 気力
が続かないと悟りました。
残る余生は 最後の車とカメラを買い、酒と女？？酒と温
泉と山登りを中心に キリマンジャロは無理としても
体力をもう一度１０年戻して ソッと活躍してやろうとの
希望はまだまだ抱いています。
本当に 長い間 有り難う御座いました。
敬具
松尾 寛

最後の会長の時間を迎えましたが、今回卓話で、一年を
振り返ってではなく、大阪府赤十字センターから推進課長
の石上雅一様と推進課主事の清山幸彦様をお迎えして、
大阪府の献血状況をお話しいただきます。クラブが少しで
も社会奉仕活動に邁進できる様、振り返らず、前に進むこ
とを願っています。今年度、事業計画書で考えていた内に
できなかったことが多くあります。今後、クラブの一員として ■東日本大震災義援金報告 ６月２６日 ３，０００円
できることを進めたいと思っております。
２０１２年度累計
１６４，５００円
また、今月末で二人の退会者を出してしまいました。池
田さんと松尾さんです。決心がゆるぎなく大変残念です。
会員の皆さんには一年間運営にご協力いただきましてあ
ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
りがとうございました。次年度の横山会長、北野幹事にもご
山本会員
協力をよろしくお願いいたします。
■松尾会員より退会のご挨拶
本日の合計
1,000 円
拝啓
２０１２年度累計
197,000 円
最近は梅雨も例年通りに降らなくなったり 降り過ぎたり、
竜巻なんて日本では考えられない現象が起こったり、その
割には 身体に梅雨のダルさが出たりと ついて行くのに
米
山
ボ ッ ク ス
年齢制限があるのかなと思ってしまいます。皆様もお身体
山本会員
にご留意され健やかにお過ごし下さり、 １０年若返る気持
ちで 気合を入れて進んで下さい。
本日の合計
1,000 円
面白いことに 橋本市長が 僕と同じく一般的な正道で
２０１２年度累計
199,000
円
押さず 真実であっても本道を言ってしまい テレビ時代
の１０年程若ぶった意見に、 知らぬ存ぜぬの多い政治家
の中でも あんな口のすべり方をする人がいるのか・・・とは
ニ コ ニ コ 箱
報
告
いえ かくいう僕も 直ぐ走ってしまう性格・・直さないと！
稲田 会員
無駄話はさておいてようやく 僕も長年続いたロータリーク ■SAA
ラブを退会させていただくことを決意しました。公私にわた
生尾会員 大阪府赤十字血液センター 石上課
って長年 多大な恩恵をいただき 感謝の念で一杯です、
長、清山氏をお迎えして。
有り難うございました。
稲田会員
片岡会長、松本幹事、１年間ご苦労
４０過ぎで嫌がる私を 神とあがめる先輩に引っ張りこま
さんでした。
れ 入会し、口に衣を着せない言動に嫌われながらも 長
田中会員 今日で週報小委員の最後となりまし
年にわたりお付き合いをして頂いたことに 心からお礼を
た。写真係で終始しましたが、富田様
申し上げます。
「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」
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2013～14 年度 国際ロータリー会長 ロン Ｄ・バートン

新大阪ロータリークラブ
のフォローありがとうございました。
花原会員 片岡会長、松本正幹事 1 年間有難う
ございました。
松本(圭)会員
片岡会長、松本正幹事 1 年間
ありがとうございました。
村角会員 片岡会長、松本正幹事、1 年間ご苦
労さまでした。
山本会員 前回欠席のお詫び。
吉田会員 会長、幹事本当に御苦労様でした。
７月からやすらかにお休みください。

卓

■幹事報告
幹事
松本 正
・大阪東淀ちゃやまちＲＣの例会場が新年度７月より「ホ
テル阪急インターナショナル」に変ることになりました。
例会曜日時間は今まで通り月曜日１２時３０分からで
す。メーキャップに行かれる際は、お間違いのないよう
によろしくお願いします。
・大阪-淀川ＲＣの名称表記変更のお知らせが届きまし
た。回覧しますのでご確認下さい。
・箕面ＲＣより例会場変更のお知らせが届いております。
こちらも回覧します。

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
石上 雅一 様
清山 幸彦 様

次年度からの社会奉仕新事業として検討されている「献
血」について、パンフレットの内容に沿って説明をしていた
だきました。奉仕活動としての必要性の高さを知ることがで
きました。次年度の活動を実現させましょう。(会報委員会)

「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」
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2013～14 年度 国際ロータリー会長 ロン Ｄ・バートン

新大阪ロータリークラブ
７月のバースデーロータリアン

次週のプログラム
７月 ６日
７月１８日
７月２４日
７月２９日

生尾会員
久富会員
三島会員
花原会員
第 1330 回例会／2013 年 7 月 10 日
◆挨

拶
「ボンジュール Bonjour」 （フランス語）

◆ロータリーソング
◆卓

本日のメニュー
～洋食～

「奉仕の理想」

話

クラブアッセンブリー
地区協議会報告・新年度活動方針

ガーリックシュリンプ ハワイ“ノースショアの味”
牛ヒレステーキ シャリアピン
ロールパンとフランスパン
ハワイアン・パンケーキ
珈琲

＊＊＊ 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
７

曜日

予定

時間他

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・新年度方針 各委員会委員長準備をお願いします。

１３

日

「京都上七軒ビアガーデン納涼大会」

１７

水

第１３３１回 例会 「大阪湾再生の取組について」国土交通省黒川様 １３：３０～ 絵画クラブレッスン

２３

火

インフォーマルミーティング（炉辺談話）第１日目

２４

水

第１３３２回 例会 「イニシエーションスピーチ」

２７

土

１３：３０～定例理事会
１７：３０上七軒歌舞練場
１９：００～大阪コロナホテル

インフォーマルミーティング（炉辺談話）第２日目

１９：００～大阪コロナホテル

大阪府立整肢学院夏祭り

集合等は後日お知らせします
イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower 他
・（C）ikoi・Miho´s house 他

「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」
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2013～14
風と樹と空とフリー素材
年度 国際ロータリー会長
http://kaze-sora.com/他
ロン Ｄ・バートン
・ [素材大好き.com]http://www.sozaidaisuki.com 他

