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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 2013.9.11

＊＊＊ 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 1336 回例会報告 （9 月 4 日）

＜本日のプログラム＞
第 1337 回例会／2013 年 9 月 11 日
本日の挨拶
「フーテミダー Goedemiddag」 （オランダ語）
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 ｢歓迎の歌｣

SAA 久富会員

■ロータリー・ソング

SAA 三島会員

■来賓紹介

SAA 村木会員

伊丹ＲＣ
大阪東淀ちゃやまち

■出席者報告
第 1336 回例会

あなたも私もロータリアン
心も裸でさあ握手
あなたも私もロータリアン
心も一つでさあ握手
さあ握手

会員数 33 名
出席数 29 名

冨田 茂 様
大澤 一雅 様

SAA 久富 会員
2013 年 9 月 4 日
出席率 90.91％
欠席数 3 名

出席免除会員欠席数 1 名

第 1335 回例会（8/28）
メ－クアップ 2 名 修正出席率 91.18%
8/21 大石会員

卓
話
公開卓話
「宮中行事・儀式を垣間見て」
中尾 巧 先生

「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」

■司会進行

8/29 松川会員

－1－

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
感は得られないでしょう。しかし、ロータリーを真に実践し、
2013.9.4
ロータリーの奉仕と価値観を日々活かす決意をすれば、
自分がいかに素晴らしい影響をもたらすことができるか見
えてくるでしょう。そうして初めて、人々の人生を真に豊か
にしようというインスピレーション、やる気、パワーが沸くの
です。そして何よりも、あなた自身の人生が一番豊かにな
るのです。と言われました。
要するに私の解釈ですが、ロータリアンの選択は、ロータリ
ー活動を淡々と行うか、自らら飛び込んで行うかではない
でしょうか。これからも会員皆さんには事業への参画、会長
幹事・委員長の依頼等あるとは思いますが、「はい喜んで」
の精神で、選択して頂くことを期待いたします。

■東日本大震災義援金報告

９月４日

４，０００円

松川会員 マルチプルＰＨＦ（＋１）認証おめでとうございます！

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
鋳方会員、北野会員、久富会員、三島会員、
村角会員、安井会員
本日の合計
今年度累計

米

山

ボ

6,000 円
35,000 円

ッ

ク

ス

鋳方会員、北野会員、久富会員、村角会員、
安井会員
本日の合計
今年度累計

９月が誕生月の村角・鋳方・谷口・横田各会員と
横山会長・ＳＡＡ三島会員

5,000 円
34,000 円

皆さんこんにちは
ニ コ ニ コ 箱
報
告
今週は、ロン Ｄ.バートンＲＩ会長がロータリアンとはについ
て話されたことをご紹介いたします。
■SAA
大橋 会員
ロータリアンは常に選択を行っていると言われ、まず最初
の選択が、ロータリークラブに入会するかどうかで、入会後
鋳方会員 ９月に入り、少し過ごしやすくなりまし
は、ロータリークラブの単なる一会員でいるか、真のロータ
た。なんとか暑い夏をのりきることがで
リアンとなるか、選択です。
きヤレヤレです。
ロータリアンであるということは、週に１度例会に出席するよ
稲田会員 月初。
りも、ずっと大きな責任です。私たちは皆、世界をよくする
大石会員 月初にて。
活動に自ら参加するために、ロータリーに入会しました。人
北野会員 幹事になって２ヶ月が過ぎました。ホ
生におけるあらゆる物事と同じように、ロータリー奉仕では、
ップステップ。老体にムチ打ってジャ
努力すればするほど、多くを得ることができます。形だけの
ンプしますので、御協力おねがいし
努力だけなら、大した成果は上がりませんし、本当の満足
「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
一泊二日ゴルフ、魚つりの件。ゴルフ組は生尾会員のマ
イカーにて１組のみ。
オクトーバーフェスタビール祭り、１０月２２日で２５名の予
約済み。来週出欠の回覧を廻す事とした。

ます。
久富会員 今月１カ月私が司会を命ぜられまし
た。御協力よろしくお願いします。
松川会員 バザーにインド衣料２０点とマンシン
グウエアのバッグを出品しました。
松本（正）会員 幹事が終わってからどうもサボリ
気味。気を入れなおします。
村角会員 無事退院しました。御心配をおかけし
ましたが、減量ができました。
安井会員 月初にて。
横山会長 今月も皆様のご協力をよろしくお願い
致します。

卓

話

「災害復興プロジェクト」
中川 建司 委員長
東日本大震災被災地援助の記録

■幹事報告

幹事

北野 克美

２０１１．３．１１
３．２３

・ロータリー囲碁同好会のお知らせが届きました。回覧し
ます。参加ご希望の方は事務局までお申し出ください。
５． ４
５．１６

・大阪東淀ちゃやまち RC より９月３０日（月）の例会場変更
のお知らせが届いております。MU 受付はありませんので
ご注意ください。

６．１５
・本日の週報５ページにドクターズマガジン９月号に掲載さ
れた畑野先生の投稿文を転載しております。ぜひご一読
ください。
・皆様のメールボックスに今月の予定表を入れておきました。
メールでも送信しておきました。この予定表には、例会や
行事の予定が全て載せてありますので、毎月必ずご確認
いただくようお願い致します。

７．１９

・本日例会終了後、定例理事会を行いますので、理事の皆
様は談話室にご参集ください。

委

員

■社会奉仕委員会

会

報

１１．
１２． ２
１２．２２
２０１２. １．２９
３．１５

告
村角 末義 委員長

東日本大震災発生
福島中央 RC 芳賀氏に連絡
被災地への自転車７０台寄贈要請（１００
万円程度）
事業規模が小さいので、見送り
松本正会員が、福島中央 RC 訪問
芳賀氏から小学校、中学校へ辞書贈呈
の要請
福島中央 RC 訪問（中川）
福島市教育委員会でヒアリング
東日本震災復興基金の申請 → 緊急
性に欠けているという理由で却下
中学生については、夏休み中に支援し
たいとのことで、補助金の申請をしない
で援助することに決定
中学生に辞書贈呈
気仙沼舞根地区の集会施設に設置する
シャワ－・トイレ・キッチンのユニットを松
本正会員と共同で援助
福島中央 RC 東日本震災復興基金の
申請
東日本震災復興基金の承認
中学生に辞書贈呈
東松島・舞根 訪問（松本正・中川）
台北市中央 RC 20 周年記念式典出席
１７名
被災地援助へのお礼と事業の報告
被災地視察旅行 １０名
気仙沼（舞根） 陸前高田 石巻 東松
島 福島
福島中央 RC が当クラブを訪問

１１．１０
９月１５日に東淀川区民まつりが開催されます。本日回
覧を廻しておりますので一人でも多くの会員の御参加をお
願いします。打上げの食事会の御参加もお願いします。ま
た、来る９月１１日は献血デーとなっています。大阪回生病 ２０１３. ６．１２
院の１階大会議室にて行われます。詳細はお手元にお配
現在、福島中央 RC から新たな援助要請は受けておりま
りしたリーフレットを御参照下さい。
せんが、連絡を取りながら次の援助を検討していきます。
■親睦活動小委員会
田中 宏 委員長
チャリティゴルフのお知らせ。１１月１５日美奈木ゴルフ倶
楽部にて３組を予定。出欠の記入をお願いする。
「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
和食

次週のプログラム

秋刀魚の焼き霜造り
脂がのった鰆の塩焼き
彼岸の河豚唐揚げ
鰻大根巻き
ご飯
香の物
味噌汁
フルーツ

第 1338 回例会／2013 年 9 月 18 日
◆挨

拶
「フーテミダー Goedemiddag」 （オランダ語）

◆ロータリーソング
◆卓

「歓迎の歌」

話

第４回クラブフォーラム
「職業奉仕委員会」
鋳方 貞了 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
９

１０

曜日

予定

時間他

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

１２

木

地区国際奉仕委員会 １６：００～ 於ガバナー事務所

安井地区国際奉仕副委員長出席

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

２５

水

第１３３９回 例会 R の友アンケート＆周年事業特別委員会

２９

日

第 33 回健康家族の会 槇尾山ハイキング

８：００十三松尾歯科集合

２

水

第１３４０回 例会 「交通安全教室」淀川警察署長 福田 守様

１３：３０～定例理事会

９

水

第１３４１回 例会 ＩＭ実行特別委員会 花原 昭弘 委員長
イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower 他
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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2013～14 年度 国際ロータリー会長 ロン Ｄ・バートン
・（C）ikoi・Miho´s house 他

http://www.web-style.co.jp/index.html 他

