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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
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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
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＊＊＊ 四つのテスト ＊＊＊

Date 2013.7.17

＊＊＊ 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 1330 回例会報告 （7 月 10 日）

＜本日のプログラム＞
第 1331 回例会／2013 年 7 月 17 日
本日の挨拶
「ボンジュール Bonjour」 （フランス語）
標
語
「Engage Rotary Change Lives」
「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」
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
「大阪湾再生の取組について」

■司会進行

SAA 花原会員

■ロータリー・ソング

SAA 田中会員

■来賓紹介

SAA 中川会員

会 友
会 友

宮崎 信夫 様
辻本 嘉助 様

■出席者報告
第 1330 回例会
会員数 34 名
出席数 27 名

SAA 花原 会員
2013 年 7 月 10 日
出席率 85.29％
欠席数 5 名

出席免除会員欠席数 2 名

国土交通省 近畿地方整備局

第 1329 回例会（7/3）
メ－クアップ 2 名 修正出席率 88.24%
7/02 吉田会員

企画部 技術企画官 岡 良 様

7/13 松川会員

企画部 建設専門官 宮井 達也 様
企画部広域計画課 地方計画第二係長 黒川 文宏 様

「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
力を合わせて５０名―奉仕の輪を広げよう
■会長の時間

会長

横山 洋一郎
2013.7.10

皆さんこんにちは
2013-2014 年度がスタートし、今年度のクラブ運営テーマ
は、「活用しよう！新大阪ロータリークラブ」とさせていただ
きクラブを活用して有意義な時間をメンバー全員で共有し
ようという事を話させて頂きました。
本日のクラブアッセンブリーにて、各委員長から今年度の
活動方針の説明があると思いますが、大筋の方針をさせ
ていただきます。
まず、クラブ運営ですが、
・ 新入会員への丁寧なフォロー体制の再構築
・ 増強活動の継続・強化（50 名達成）
・ 出席しやすい例会の運営を目指してゆきたいと考
・ えております。
親睦については、
・ 毎月参加できるイベント
・ メンバーの家族を引込んだイベントの実施
奉仕については、
・ 現在行っていますプロジェクトの継続・見直しの検
討
・ 震災プロジェクトの継続・検討（震災から 3 年）
・ 新たなプロジェットへの取組
その手始めとして、次週例会卓話に「近畿地方整備局企
画部の黒川係長殿に現在行われている大阪湾再生の取
組について」お話を伺い当クラブで何か取り組めること出
来ることはないか考えてゆきたいと思っておりますので、次
週例会へは、必ず出席していただきたくことをお願いいた
します。
■東日本大震災義援金報告

７月１０日

ニ コ ニ コ 箱

報

■SAA

告
菅本 会員

田中会員
中川会員
花原会員
松川会員

北野様、村角様、上七軒の下見を付
合って頂きありがとうございました。
本日クラブアッセンブリーです。よろし
くお願いします。
会長先週誕生祝いありがとうございま
した。
おそまきながら、横山会長、北野幹
事よろしくお願いします。横田さん、
武市さん入会おめでとうございます。

■幹事報告

幹事

北野 克美

・訃報が昨日届きました。大阪淀川ＲＣの前年度会長、
亀岡 勉氏がご逝去されました。通夜・葬儀等の詳細
は回覧します。
・大輪ゴルフ大会開催の案内が届きました。１０月２３日
(水)です。案内をメールボックスに配布しております。
参加申し込みは本日より受け付けますので、ご参加の
方はご記入をお願いします。
・先週行われました第１回定例理事会の議事録をメール
ボックスに入れております。ご確認下さい。
・地区内７クラブより例会休会、変更、事務局移転のお
知らせが届いております。回覧します。

３，０００円
・地区ローターアクト委員会より、会報と年次大会報告書
が届きました。回覧します。

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
生尾会員、菅本会員、中川会員、三島会員、
本日の合計
今年度累計

米

山

ボ

4,000 円
13,000 円

ッ

ク

ス

生尾会員、中川会員
本日の合計
今年度累計

2,000 円
11,000 円

「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」

委

員

■親睦活動小委員会

会

報

告

田中 宏 委員長

上七軒ビアガーデンの件、ＰＭ４：００阪急烏丸西改札口
集合、上着必要ナシ。２７名参加、内１２名女性。
健康家族の会８月２，３日四国剣山を予定。
家族会の泊り予定者の聞き取り。
魚つり、ゴルフ一泊二日について、徳島ワシントンも予定
に入れる。宿泊場所の交渉もあるので、早めの出欠を取り
たい。来週例会に出欠の回覧を廻す。
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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
卓

を盛り上げて頂いたら幸いです！
■広報委員会
■会員組織委員会

話

松本 正 委員長
生尾 雅美 委員長

クラブアッセンブリー
地区協議会報告・新年度活動方針
■クラブ運営委員会

久富 義郎 委員長

ロータリアンとしての自覚と誇りを持って下さい。会費を
払い例会に出席しているだけではロータリアンとは呼べま
せん。
ロータリアンは委員会その他の務めに対しては奉仕の
意味をもって断ることの無いよう伝えます。
会長、幹事、次期会長を補佐し、各委員会との協力を
ロータリアンとして言動や服装には注意して下さい。
計って、クラブ運営、活動、計画の遂行が円滑に行えるよ
うに努めます。
■会員増強小委員会
松川 雅典 委員長
会長の方針通り、「会員の皆さんがクラブを楽しく活用で
きる」ように働きたいと思います。この委員長の職責を勉強
させていただきながら、私も大きくなれたらと考えます。皆
様のご協力をよろしくお願いします。
■親睦活動小委員会

田中 宏 委員長
全国的にも、関西地域も会員数が減っている中で、新大
阪ＲＣは何とか人数を保っています。再来年の３０周年、Ｉ
Ｍ開催を目指して５０名まで増強します。その為に皆様か
ら情報を提供して頂きます。

２０１３～１４ クラブ事業計画書に沿って発表。新人歓迎
会を８月に予定。
■会報小委員会

■ＳＡＡ

■クラブ研修リーダー

吉田 正則 委員長

村木 茂 委員長

花原 昭弘 ＳＡＡ

入会しただけの単なる会員から真のロータリアンになれ
る様方向付けを行っていきたい。
具体的には例会だけでなく色々な活動を通じて一人一
人がロータリアンとしての自覚、誇りを持つ様促す。
■職業奉仕委員会

鋳方 貞了 委員長

来期当クラブは３０周年を迎えます。周年事業に向けて
弾みをつける重要な１年です。会員お一人お一人でＳＡＡ

「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
職業奉仕とは、日常の職業活動を通して、自分の職場 ■新世代奉仕委員会
大石 博雄 委員長
の従業員、取引先の人達やその関係者、ひいては地域社
会の人達の模範となり、生きる力の根源である道徳的能
力を向上させることである。
これらから、
１）自分達の職業活動を通して関係者の道徳的能力を高
める。
２）出前授業の実施
３）職場体験学習の実施
新世代も生まれて３年が経ち、そろそろ行動の時期とな
４）親睦委員会との共催で行う職場見学の実施
った。来年当クラブは３０周年となり、この記念すべき年に、
５）その他道徳的能力を向上させていきたいと思う。
新しい奉仕の形を提案して行きたい。
■情報規定小委員会

松本 圭右 委員長 ■青少年小委員会

森田 智博 委員長

■国際奉仕委員会

中川 建司 委員長

■ロータリー財団小委員会

安井 一男 委員長

国際ロータリーから、２０１３年規定審議会において、会員
の出席をしっかり規定しています。
■社会奉仕委員会

村角 末義 委員長

従来の事業（大阪整肢学院の夏祭りへの参加、盲導犬育
成のためのチャリティバザー及び募金活動のための東淀
川区民祭りの参加、ひったくり防止カバーの配布等）は基 ■米山奨学小委員会
本的に継続する事とし、他の委員会との連携を更に強化し
て積極的に新規事業に取り組むことを今年度の活動方針
に掲げておりますが、新規事業として次の２件を取り組ん
で行きたいと考えています。
①大阪湾再生プロジェクトの参加（具体的な活動内
容については７月１７日の卓話で国土交通省の専門官に
説明して頂く予定です。）
②日本赤十字社の献血に協力する。
会員の皆様方の絶大な御協力を御願いします。
■ＷＣＳ小委員会
■環境保全小委員会

湯浅 隆之 委員長

植田 誠 委員長

山本 恵眞 委員長

「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
■友好クラブ小委員会
■財務委員会

谷口 光夫 委員長

友好クラブ小委員会
ロータリーの活動はクラブ内に留まりません。地区大会
やインターシティミーティングでは国内の他のクラブとの交
流があります。色々なクラブの運営の仕方、奉仕活動の状
況、メンバー個人のロータリーに対する考え方、様々な事
が学習できます。それをさらに一歩進めて、国際交流で他
の国の人々と交わることで、大きく視野が広がります。それ
を手助けするのが、友好クラブ委員会です。来年の３月に
は、一緒に台湾へ出かけませんか？
会計委員会
会員の減少でクラブの活動資金は減少しつつあります。
有意義なロータリー活動するためには、十分な資金が必
要です。会員の増強が一番ですが、メンバーの皆さんに
特別な余碌が入った時、等に恒久基金のための寄付を集
めてみてはどうかと考えています。ご協力のほどよろしくお
願いします。
※掲載のない委員会はクラブ事業計画書をご覧ください。

「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

本日のメニュー
～洋食～
サーモンマリネに
北海道産きたあかりとポワローのソース

次週のプログラム

冷製 桃のクリームスープ
第 1332 回例会／2013 年 7 月 24 日

仔牛背肉のソティー 野菜入り
◆挨

パンとバター

拶
「ボンジュール Bonjour」 （フランス語）

コーヒー

◆ロータリーソング
◆卓

「奉仕の理想」

話

「イニシエーションスピーチ」
横田 靜雄 新会員
武市 直子 新会員

＊＊＊ 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
１７ 水 第１３３１回 例会 「大阪湾再生の取組について」 国土交通省
２３ 火 インフォーマルミーティング（炉辺談話）第１日目
２４

８

水

時間他
１３：３０～ 絵画クラブレッスン
１９：００～大阪コロナホテル

第１３３２回 例会 「イニシエーションスピーチ」
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

２７

土

大阪府立整肢学院夏祭り

１１時３０分現地集合

３１

水

例会休会

ＳＡＡ ＭＵ受付よろしくお願いします

７

水

第１３３３回 例会 第１回クラブフォーラム「親睦委員会」

１３：３０～ 定例理事会

第１回増強小委員会・研修委員会 １８：３０～

於 弁護士法人 淀屋橋・山上合同
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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風と樹と空とフリー素材
http://kaze-sora.com/他
2013～14
年度 国際ロータリー会長
ロン Ｄ・バートン
・ [素材大好き.com]http://www.sozaidaisuki.com 他

