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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 2013.9.18

＊＊＊ 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 1338 回例会／2013 年 9 月 18 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｣
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 27 名

卓
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

「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」

第 1337 回例会報告 （9 月 11 日）
■司会進行
SAA 久富会員
■ロータリー・ソング
SAA 吉田会員
■来賓紹介
SAA 吉田会員
本日の卓話ゲスト
中尾 巧 様
大阪ＲＣ
玖村 信夫 様
公開卓話ご招待ゲスト
向井 洋司様、太田 雅裕様、酒井 昌宏様
西山 浩一郎様、守本 重之様、藤田 秀明様
吉村 慎吾様（順不同）
会員御令室の皆様
片岡 仁美様、菅本 真理子様、田中 絹子様
松川 美穂子様、村角 克恵様
横山 有紀江様、吉田 文子様（順不同）
会 友
辻本 嘉助 様
会 友
菅本 千代子 様
■出席者報告
SAA 久富 会員
第 1337 回例会 2013 年 9 月 11 日
出席率 84.85％
欠席数 5 名

出席免除会員欠席数 1 名

第 1336 回例会（9/4）
メ－クアップ 0 名 修正出席率 90.91%
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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
2013.9.11

■東日本大震災義援金報告

９月１１日

４，０００円

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
谷口会員、中川会員、村木会員、山路会員
本日の合計
今年度累計

米

山

ボ

4,000 円
39,000 円

ッ

ク

ス

谷口会員、村木会員、山路会員
本日の合計
今年度累計
皆さんこんにちは
本日は、公開卓話例会と言うこともあって、いつもとは少し
違った例会雰囲気に少し戸惑っております。
会員以外の皆様におかれましても、お忙しい中本日ご参
加して頂き本当にありがとうございます。当クラブでは、本
日の公開卓話以外にも社会奉仕・国際奉仕・親睦等多数
の事業を行っておりますので、ご興味・賛同して頂けました
ら、われわれと一緒に活動していただけたら幸いです。
また、会友・会員の奥様方多数のご参加ありがとうございま
す。これからもいろいろな事業を考えておりますので、ご協
力よろしくお願いいたします。
本日の卓話をお忙しい中お引き受けいただきました「中尾
巧（なかおたくみ）」先生には、改めて会を代表しましてお
礼を申し上げます。
先生は今まで、多数の著書（ちょしょ）をお書きですが、今
月２５日に「弁護士浪速太郎の事件帖」という著書を法学
書院から出版されます全国有名書店でご購入できますの
で、皆様ふるってご購入願います。
さて、皆さんもご存じだろうと思いますが、先日 2020 年度
オリンピックが東京で開催されることが決定いたしました。
ＲＣとしても少しですが、誘致活動にご協力してまいりまし
たが、うれしい限りです。そこで、本年度の流行語大賞の
有力候補とですが、今までは、朝の連ドラ・あまちゃんの
「じぇじぇじぇ」半沢直樹の「倍返し」が有力候補でしたが、
オリンピック東京誘致最終プレゼンで横からしか顔を写さ
せないという滝川クリステルさんが正面を向いて話されて
いたのも驚きましたが、その時言われた「おもてなし」が最
有力候補に浮上したそうです。当クラブもこれもこの「おも
てなし」の精神を大切にして活動をしてまいりますので、皆
さんのご協力おねがいして会長のあいさつに代えさせて
頂きます。

「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」

ニ コ ニ コ 箱

3,000 円
37,000 円

報

■SAA

告
大橋 会員

北野会員
菅本会友
田中会員
谷口会員
中川会員
村木会員
村角会員

息子が司法試験に合格しました。
いつもお世話になり有難うございます。
どうぞよろしくお願い致します。
今日は家内もお世話になります。
誕生月を迎えました。もう少しだけ、
頑張らねばと思っています。
中尾先生よろしくお願いします。
中尾先生、いつもありがとうございま
す。
妻の誕生日に美しい花をありがとう。

■幹事報告

幹事

北野 克美

・１５日（日）の区民まつりの件
・先週行われました定例理事会の議事録をメールボック
に配布しておきました。ご確認下さい。
・大輪ゴルフ大会 参加者追加募集のお願い
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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
委

員

会

報

■親睦活動小委員会

告
田中 宏 委員長

１０月２２日のオクトーバーフェストビール祭りの出欠の記
入を依頼。
１０月１２、１３日のゴルフ魚つりの旅参加者報告。
ゴルフ組４名、宿泊、魚つり組１９名、内ご夫婦７組
チャリティーゴルフ会 ５組に増やしたご報告。
健康家族の会、槇尾山ハイクの出欠の記入のお願い。
■社会奉仕委員会

村角 末義 委員長

既にご承知と存じますが、東淀川区民祭りにて盲導犬
育成バザーを行います。できるだけ多くの会員ならびに会
員ご家族のご参加をお願いします。
当日はバザーの他にバルーンアート、かき氷、ヨーヨー
釣り、街頭募金活動を行う予定です。バザー品の値付け
に御協力下さる方は，１０時３０分頃に会場にご参集下さい。
祭り終了後、１６時３０分頃から北野幹事の知合いのイタリ
アリ料理店にて打上げ食事会を行いますので，こちらの方
もご参加お願いします。
なお、予て、日本赤十字より要請のあった４００ｍＬ献血
が大阪回生病院にて執り行われていますので，一人でも
多くの会員の皆様が献血に協力されるよう御願い致しま
す。

卓

頭に，高円宮妃久子様が東日本大震災へのＩＯＣ復興支
援について謝意を述べられ，その気品と自信に満ちたスピ
ーチはＩＯＣ委員の心を打ったことが大きかったのではない
かと思っております。久子様のスピーチを聴いた日本人は，
日本人であることの誇りを感じたことでしょう。
私は検事長として陛下から合計４回も宮中での新年祝賀
の儀にお招きに与るという栄誉を得ることができました。そ
の他に，認証官任命式で陛下からお言葉をいただき、また，
午餐、天皇誕生日宴会の儀，園遊会にもお招きに与りまし
た。
それらの各儀式・行事は，日本国の伝統に則った様式で
厳粛に執り行われております。取り分け外国の多くの方々
は，日本の皇室に対して特別の敬意を持っておられます。
日本では，古くから，社会の秩序を守るために，天皇制を
維持し，権力（政治）と権威（尊敬）を一つに集中させること
なくやってきたという智恵があります。オリンピック・パラリン
ピックを機会に，日本国民が等しく日本国の歴史と伝統を
重んじ、誇りを持って生きる世の中になることを祈念してお
ります。

話

公開卓話
「宮中行事・儀式を垣間見て」
中尾 巧 先生

先日，２０２０年のオリンピック・パラリンピックの開催地が東
京に決定したことは，一国民として大変喜ばしいことと思っ
ています。東京への招致活動が成功した理由は色々ある
と思いますが、ＩＯＣ総会で日本のプレゼンテーションの冒
「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
２０１２年度米山奨学生 李政君より

秋葉原本社ビール祭
先週金曜日に営業 1 チームの上司、先輩と食事

新大阪ロータリーの皆様はお元気ですか?
私は元気です^_^。秋葉原の営業ビルに戻って 2 ヶ月以上になりました。東京の生活と職場に既に慣れま
した。毎日仕事を勉強しながら覚えています。週末の時間にも充実しており、映画館に行ったり、東京の
観光スポットに行ったりしています。今日朝東京は 2020 年のオリンピック開催権を得て、凄く嬉しかっ
たです。私は 2008 年日本に留学中ため、北京オリンピックを見られなくて、2020 年には東京で開催して
欲しかったです^_^。また、東京での生活は順調ですが、残念ながら、大阪地区のロータリー活動に参加
することはなかなか難しい。これから、東京でロータリーの活動に参加することを考えて、東京の米山記
念奨学会の馬橋理事長に連絡しました。10 月 20 日に築波宇宙センターのピクニックイベントに参加する
ことによって、私のことを皆さんに紹介することになりました。いっぱいロータリーの新しい友達ができ
そうです。またロータリー家族の中で勉強しながら成長ができる機会を大切にします。ボランティア活動
など、積極的に参加します。 なななか新大阪ロータリークラブの皆さんに会えなくて、少し寂しいです
が、また次回皆様と会えることを期待しております。長文で失礼しました。
ロータリーの皆様、宜しくお願い致します。
仕事について:
現在は主に液晶に搭載されている「タッチパネル」を販売しています。もっと詳しく言いますと、「銅フ
ィルムタッチパネル(センサーとモジュール両方)」を販売しております。応用されている分野はノート PC、
AIO パソコン、電子黒板、デジタルサイネージなど。
今、私はまだまだ仕事の勉強中です。上司や先輩と一緒に取引先に訪問したり、本社に来られたお客様に
対応したりしています。新入社員はなかなか議論に入れませんが、議事録を取っています。これは私にとっ
てはかなり大変です^_^。日本語の壁は勿論ありますが、
たまに経緯が分からない背景の中で、いきなり話を聞い
て議事録を書くのは難しいです。しかし、頑張るしかあ
りません。7，8 月は主に電話の対応や海外への荷物、
書類の手配、製品知識の勉強と発表が多かったです。
9 月から、実際に自ら工場の生産管理、開発部門、会計、
物流などの交渉の段階に入りました。早く一人で仕事に
対応できるように頑張ります。
※メールで近況を知らせてくれた李政君に、９月１５日の
「盲導犬育成バザー」のことを知らせると、東京から

7 月の関西総会の写真

参加してくれることになりました。李政君、有難うございました。

「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
ＭＥＭＯ

「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

次週のプログラム
本日のメニュー

第 1339 回例会／2013 年 9 月 25 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

・Ｒの友アンケート
・周年事業特別委員会 スライド映写

＊＊＊ 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

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」

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

８：００十三松尾歯科医院集合

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

１６

水

２３

水

第１３４２回 例会 メンバー卓話 谷口 光夫 会員
第１３４３回 例会 「３０周年記念事業 トルコ支援について」

１３：３０～絵画クラブレッスン

１３：３０～絵画クラブレッスン

安井 一男会員、中川 建司会員
イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower・☆素材通り☆他

「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」

http://kanos-factory.com/joken.html 他
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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

