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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／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 2013.8.21

＊＊＊ 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 1333 回例会報告 （8 月 7 日）

＜本日のプログラム＞
第 1334 回例会／2013 年 8 月 21 日
本日の挨拶
「グーテン・ターグ Guten Tag」 （ドイツ語）
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 ｢日も星も風も｣
さわやかな朝だ われらはロータリアン
いつもほほえみ いつも元気で
さあ出掛けよう
日も 風も 星も ラララ 光るよ

SAA 花原会員

■ロータリー・ソング

SAA 村木会員

■来賓紹介

SAA 中川会員

会 友
片岡会員令夫人
北野幹事令夫人
村角会員令夫人
■出席者報告
第 1333 回例会
会員数 34 名
出席数 27 名

菅本 千代子
片岡 仁美
北野 まゆ美
村角 克恵
SAA 花原 会員
2013 年 8 月 7 日
出席率 88.24％
欠席数 4 名

出席免除会員欠席数 3 名

卓
話
第 2 回クラブフォーラム
「会員組織委員会」
～増強バズセッション～
松川 雅典 会員増強委員長

「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」

■司会進行

第 1332 回例会（7/24）
メ－クアップ 4 名 修正出席率 91.18%
7/13 松本（圭）会員
7/27 松本（正）会員
7/23 遠藤会員
7/23 松川会員
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2013～14 年度 国際ロータリー会長 ロン Ｄ・バートン

様
様
様
様

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 用しよう RC」の一部を実践できたのではないでしょうか。ま
2013.8.7
た、来年も協力させていただき皆さんとこの感動を共有し
てゆきたいと思っております。
最後に、今回の事業は大阪青年会議所の OB と現役の協
力も頂いております。今月は「会員増強拡大月間」ですの
で、打上では特に JC・OB に対してクラブ入会へ勧誘に終
始してまいりました。１人でも多くのメンバーが増えることを
期待しております。
■東日本大震災義援金報告

８月７日

６，０００円

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
横山会長と８月が誕生月の遠藤会員

皆さんこんにちは
まず、前回会長あいさつの折、御神霊がご休憩される場所
を、御旅所(ごりょうしょ)と紹介したが、ご指摘をいただき、
本当は「おたびしょ」と読むそうです、認識不足で申し訳ご
ざいませんでした。

鋳方会員、生尾会員、片岡会員、久富会員、
村木会員、村角会員、山本会員
本日の合計
今年度累計

米

山

ボ

7,000 円
26,000 円

ッ

ク

ス

７月２３日・２４日の２日間のインフォーマルミーティングにご
鋳方会員、生尾会員、片岡会員、久富会員、
出席の皆様、ありがとうございました。特に、田中親睦委員
村木会員、村角会員、山本会員、湯浅会員
長はじめ、司会・書記・会計をしてくださった皆さんお疲れ
様でした。また、
本日の合計
10,000 円
・７月２０日 合同地区委員会
今年度累計
26,000 円
安井地区国際奉仕副委員長
・８月０３日 クラブ国際奉仕委員長会議
ニ コ ニ コ 箱
報
告
中川国際奉仕委員長
・８月０５日 地区会長幹事交流会
■SAA
村角 会員
北野幹事
ご出席、ご苦労様でした。
鋳方会員 大変暑くなりました。お互いに夏バテ
にならないようにしましょう！
今回のインフォーマルミーティングのテーマは「IM・３０周
生尾会員 昨日の予選、２アンダーの７０で回っ
年に向けてクラブをもりあげるには」とさせて頂いて皆様の
て予選落ちでした。厳しい！
本音のご意見をいろいろ頂きました。今回いただいたご意
稲田会員
本日都合により早退いたします。
見をすべて行うことは出来ませんが、これから IM・３０周年
遠藤会員 前回欠席のお詫び。
に向けて、盛り上げてゆく指針とさせていただこうと思いま
大石会員 暑中お見舞い申し上げます。
すので、皆様のご協力をお願いいたします。
大橋会員 前回欠席のお詫び。
また、７月２７日（土）に整肢学院夏祭りが行われ多数の
田中会員 花原様、四国剣山、黒沢湿原ゆった
ご出席を頂きありがとうございました。子供たちの笑顔や歓
りハイキング楽しかったです。ありがと
声の中無事終了することができました。村角社会奉仕委員
うございました。
長はじめ委員会の皆様ありがとうございました。また、６名
花原会員 かずら橋、野猿（ヤエン）、黒沢（クロ
の奥様と富田さんに来ていただき、暑いなか、たこ焼き・や
ゾウ）湿原、剣山どれも初体験で、楽
きそばなど、作っていただき子供達も堪能したと思います。
しい仲間との２日でした。
我々も子供からいろいろな事を学ばせて頂きました。「活
「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
久富会員

松川会員
三島会員
村木会員
村角会員
安井会員
山本会員

立秋なんて言われてもまだまだ夏。
暑い夏を乗り切りましょう。病気の予
防に水分摂取。アルコール摂取では
ありません。
暑さに負けずにがんばりましょう。
先日のボランティア欠席しました。
月初につき。
暑い日が続きますが、皆様、熱中症
にならないようにしましょう。
妻の誕生日に美味しい野菜をありが
とう。
猛暑日が続くそうです。お互い熱中
症にならぬよう、この暑さを乗り切りま
しょう。

■幹事報告

幹事

集合 8/24 ９：３０ 和歌山市駅→歩いて加太駅
一泊
8/25 友が島に渡り、島を散策。昼過ぎから天候良
ければ、ヨットで堺港まで帰る予定。
■社会奉仕委員会

村角 末義 委員長

７月２７日の大阪整肢学院の夏祭りには、たくさんの会員と
奥様方の出席を頂き、盛り上がりました。有難うございまし
た。引き続きお願いですが、９月１５日には東淀川区民ま
つりに参加し盲導犬育成のためのバザーを行います。盲
導犬を必要とする目の悪い方が沢山おられますので、お
中元でいただいたビール等をバザー品として提供して下さ
います様お願いします。

北野 克美

卓

話

・第１２回ロータリー日韓親善会議のお知らせが届きまし
た。参加ご希望の方は申込書にご記入ください。回覧 第１回クラブフォーラム
「親睦活動小委員会」
します。
田中 宏 親睦委員長
・畑野先生主宰のライフリバーより会報が届きました。これ
も回覧します。
・次週８月１４日は例会休会です。次回は８月２１日です。
ＭＵ受付はありません。
・事務局は８月１３日より１６日までお盆休みです。よろしく
お願いします。
・本日例会終了後、定例理事会を行います。談話室へご
参集ください。

委
■会報小委員会

員

会

報

告
湯浅 隆之 委員

今月の会報は私が担当します。「私の提言」を未だ提出 ７月１３日 上七軒ビアガーデン 終了
していない方、早くお願いします。締め切りは８月末までで
予算オーバーしてしまいました。今後の課題とします。
す。宜しく。
８月２１日（水） 横田会員、武市会員の新入歓迎会
ワシントンホテルチャイナテーブル
■研修・増強委員会
松川 雅典 増強委員長 １０月１２（土）～１３日（日）
１泊２日ゴルフ or 魚釣りの旅
本日ＰＭ６：３０より、弁護士法人淀屋橋・山上合同にて標
徳島ワシントン、エクシブ鳴門、じゃのひれフィッシング
記委員会を開催します。
パーク
１０月２２日（火） オクトーバフェスタ スーパードライ梅田
■親睦活動小委員会
田中 宏 委員長 １１月１５日（金） チャリティゴルフ 美奈木ＧＣ
１２月 ７日（土） 家族会 ハイアットリージェンシー大阪
８月２１日の新入会員歓迎会の出欠の再確認。
２月前半 日帰りカニツアー 場所未定
１０月１２日、１３日のゴルフ or 魚釣り旅の日程説明、その 福井県美浜町の「味一休」が候補に挙がっています。
出欠を次回例会に聞く事とする。
４月 or５月 チャリティゴルフ 場所未定
６月 新旧会長幹事慰労会
■歩こう会
久富 義郎 会員 未定 レディースサロン
歩こう会 随時
８月２４日（土）～２５日（日）
健康家族の会 随時
「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」
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新大阪ロータリークラブ

本日のメニュー
～和食～
秋刀魚の砧巻き

次週のプログラム

鯵の薄造り グレープフルーツポン酢
秋鮭白亜焼き

第 1335 回例会／2013 年 8 月 28 日

穴子・豆富・湯葉の姉妹揚げ

◆挨

チキン南蛮

拶
「グーテン・ターグ Guten Tag」 （ドイツ語）

◆ロータリーソング

松茸ご飯 お吸い物 香物

◆卓

フルーツ

「日も風も星も」

話

「災害復興支援プロジェクト」
中川 建司 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
８

９

曜日

予定

時間他

２１

水

第１３３４回 例会 第２回クラブフォーラム「会員増強バズセッション」 １３：３０～絵画クラブレッスン
新入会員歓迎会 １９：００～ 於 ワシントンチャイナテーブル １３：３０～親睦活動小委員会

２４

土

～２５日（日）歩こう会「大阪の諸道を行く～熊野（紀州）街道」第７回 和歌山市加太「あたらし屋」泊

２８

水

第１３３５回 例会 災害復興プロジェクト

４

水

第１３３６回 例会 第３回クラブフォーラム「クラブ運営委員会」

１１

水

第１３３７回 例会 公開卓話「宮中行事・儀式を垣間見て」中尾 巧氏 例会終了１４時

１５

日

第３９回東淀川区民まつり「盲導犬育成バザー」13：00～16：10

お手伝い 10：30 集合（東淀川区役所前広場）

１８

水

第１３３８回 例会 第４回クラブフォーラム「職業奉仕委員会」

１３：３０～絵画クラブレッスン

１３：３０～定例理事会

イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower
http://kanos-factory.com/joken.html 他
他

「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」
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・（C）ikoi・Miho´s
house 他
2013～14
年度 国際ロータリー会長
ロン Ｄ・バートン
http://www.web-style.co.jp/index.html 他
風と樹と空とフリー素材 http://kaze-sora.com/他

