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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 2013.10.2

＊＊＊ 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 1339 回例会報告 （9 月 25 日）

＜本日のプログラム＞
第 1340 回例会／2013 年 10 月 2 日
本日の挨拶
「ニーハオ 你 好」 （中国語）
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」
国歌斉唱 「君が代」
ロータリーソング ｢週に一度の｣
週に１度の 例会に
友情の肩 たたき合い
親しき中に 厳しさを
学びて嬉し ロータリー
おゝ ロータリー
おゝ ロータリー
卓
話
「淀川区の管内概要について」
淀川警察署長 福田 守様

「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」

■司会進行

SAA 久富会員

■ロータリー・ソング

SAA 三島会員

■来賓紹介

SAA 三島会員

大阪ＲＣ

玖村 信夫 様

■出席者報告
第 1339 回例会
会員数 33 名
出席数 24 名

SAA 久富 会員
2013 年 9 月 25 日
出席率 87.88％
欠席数 4 名

出席免除会員欠席数 5 名

第 1338 回例会（9/18）
メ－クアップ 3 名 修正出席率 78.79%
9/12 安井会員
9/16 三島会員
9/27 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

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

副会長

久富 義郎
2013.9.25

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ

本日の合計
今年度累計

米

山

ボ

本日の合計
今年度累計

0円
41,000 円

ッ

ク

ス

0円
39,000 円

皆さんこんにちは。会長代理の久富です。
近頃は朝晩めっきり涼しくなり、気温の変化についていけ
なくて体調を崩したりしていないでしょうか？お気をつけく
ニ コ ニ コ 箱
報
告
ださい。
日曜日に、先の台風の被害をうけた京都嵐山に若者た
大橋 会員
ちがボランティアに駆けつけて、復旧作業のお手伝いする ■SAA
のを見ました。彼らの素早さと、計画性に脱帽です。わが
新大阪ロータリーにもこんな素早さが必要かもしれません。
「半沢直樹」の人気は何なのでしょうか？やられたらやり
返す、「倍返し」など、穏やかではありません。争いの絶え
ない世相の反映でしょうか？こんなことが病院ではやった
ら大変なことです。こんな言葉が流行語になるようでは嘆
かわしい限りです。実際にできないサラリーマンの願望な
のでしょうか？
もう一つ。あの弱小球団「楽天」が優勝まじかです。相手
チームのピッチャーを見て「あんな球、打てるはずねえ」な
どはじめからあきらめていた選手の集まりでした。球団は強
くなったのは、核になる選手を作り、その選手をお手本に
遠藤会員 前回欠席のお詫び。
して他の選手も切磋琢磨し、勝つ喜びを知った結果だと分
大橋会員 母、故大橋ゑつの葬儀におきまして
析されていました。組織の強化には、いつも核になる人間
会葬供花弔電多数の皆様の御厚情
が必要です。
心から御礼申し上げます。ありがとう
我々の新大阪ロータリーにも、核と情熱がもっともっと必要
ございました。
かもしれません。代理が偉そうなことを申し上げ失礼いたし
ました。御静聴ありがとうございました。
■幹事報告
幹事
北野 克美

■東日本大震災義援金報告

９月２５日

２，０００円

「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」

・箕面ＲＣより４５周年記念事業の案内が届きました。１０
月５日（土）箕面市立メイプルホールにおきまして、薬
物乱用撲滅キャンペーン大会が行われます。参加ご希
望の方は事務局までお申し出ください。
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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

■親睦活動小委員会

会

報

告
田中 宏 委員長

一泊旅行の参加人員について、ゴルフ組 4 名、徳島ワシン
トン小宴会組１８名、エクシブ大宴会組２２名、宿泊魚釣り
組１９名となりました。オクトーバーフェストまだ募集中です。
松尾寛様出席の話しです。
■次年度ＩＭ実行委員会

生尾 雅美 会長エレクト

卓
・Ｒの友アンケート
・盲導犬育成の為のバザー

話
広報委員会
社会奉仕委員会

当クラブは次年度インターシティミーティングのホストクラ
ブです。昨日実行委員長の花原さんとガバナー事務所に
行き、ガバナーエレクトの泉さんを訪問しました。参加クラ
ブのメンバーがそれぞれ友人・知人を招待できるようなＩＭ
にしたい、との思いでした。
日程は９月か１０月の土曜日に開催予定です。皆様の
ご協力よろしくお願いします。

本日の卓話の時間は、ロータリーの友事務所より要請の
ありましたＲの友に関するアンケートを、松本（正）広報委
員長主導のもと、出席会員に記入して頂きました。集まっ
た回答は、事務局にて集計し同事務所へ回答致します。
その後は、９月１５日（日）、予備日の９月１６日（月・祝）
に予定されていた、東淀川区民まつりが中止になったこと
に伴い、当日販売予定であった品物を社会奉仕委員会が
クラブ内にてバザー販売を行いました。会員各位のご協力
■広報委員会
松本 正 委員長
により、商品は完売しました。収益金は日本ライトハウスへ
贈呈する予定です。
９月２５日-１０月２４日テレビ大阪で、ＲＩ第２６６０地区の「ポ
（会報委員会）
リオ撲滅キャンペーン」のテレビＣＭが放映されます。皆様
ぜひご視聴下さい。
―お知らせ―
テレビＣＭの放映スケジュールに若干変更が出ておりま
す。下記に掲載しますので、こちらのスケジュールにてご
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
１０月のバースデーロータリアン

次週のプログラム

１０月２５日
１０月２６日

稲田会員
吉田会員
第 1341 回例会／2013 年 10 月 9 日
◆挨

拶
「ニーハオ 你 好」 （中国語）

◆ロータリーソング
本日のメニュー
～洋食～
鴨の燻製とラ・フランスのサラダ

◆卓

「週に一度の」

話
ＩＭ実行特別委員会
花原 昭弘 委員長

鱈とじゃが芋のオリーヴ煮
フランスパンとロールパン
デセール フレンチトーストとアイスクリーム
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

１０

曜日

予定

時間他

第１３４０回 例会 「淀川区の管内概要について」

２

水

９

水

第１３４１回 例会 ＩＭ実行特別委員会 花原 昭弘 委員長

１６

水

第１３４２回 例会 メンバー卓話 「論語入門」 谷口 光夫 会員 １３：３０～絵画クラブレッスン
第１３４３回 例会 「３０周年記念事業 トルコ支援について」

２３

水

３０

水

淀川警察署長 福田 守様

１３：３０～定例理事会

安井 一男会員、中川 建司会員

第３４回大輪ゴルフ大会 於 六甲国際ゴルフ倶楽部

８：００スタート

例会休会

ＭＵ受付１２：００～１２：３０
イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower 他
・http://www.illust-hana.jp 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☆素材通り☆他
年度 国際ロータリー会長 ロン Ｄ・バートン
http://kanos-factory.com/joken.html 他
他

