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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

Ｎｏ．1345

http://www.shin-osakarc.jp

＊＊＊ 四つのテスト ＊＊＊

Date 2013.11.13

＊＊＊ 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 1344 回例会報告 （11 月 6 日）

＜本日のプログラム＞
第 1345 回例会／2013 年 11 月 13 日
本日の挨拶
「ブエノス・ディアス Buenos dias」
（スペイン語）
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 「それでこそロータリー」
どこであっても やあと言おうよ
見つけた時にゃ おいと呼ぼうよ
遠い時には 手を振り合おう
それでこそ ローローロータリー
卓

SAA 大石会員

■ロータリー・ソング

SAA 植田会員

■来賓紹介
大阪アーバンＲＣ

■出席者報告
第 1344 回例会
会員数 33 名
出席数 28 名

SAA 松本（圭）会員
中島 央雄 様

SAA 大石会員
2013 年 11 月 6 日
出席率 90.91％
欠席数 3 名

出席免除会員欠席数 2 名

第 1343 回例会（10/23）
メ－クアップ 6 名 修正出席率 84.85%
10/12 生尾会員
10/22 田中会員

話
「会員グループ討論会」

「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」

■司会進行

10/12 田中会員
10/12 村木会員
10/12 村角会員

－1－

10/23 北野会員

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
2013.11.6

皆さんこんにちは
１１月に入り、一気に冷え込んでまいりましたので、くれぐ
れも体調を崩さないよう体調管理をお願いいたします。
２０１３年度も残すところ２ヶ月となりました。クラブの前半
主要行事も、
１１月２７日 ガバナー補佐訪問（クラブ協議会）
１２月 ７日 家族会
１２月１１日 ガバナー公式訪問
１２月１４日 ひったくり防止キャンペーン
を残すだけになりました。
皆さんのご協力をお願いいたします。

米

ニ コ ニ コ 箱

鋳方会員

三島会員

１１月が誕生月の武市会員

村木会員
村角会員
安井会員

６，０００円

山路会員

山本会員

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ

本日の合計
今年度累計

8,000 円
64,000 円

「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」

ク

ス

7,000 円
81,000 円

報

■SAA

中川会員
久富会員

鋳方会員、北野会員、中川会員、村木会員、
村角会員、安井会員、山路会員、山本会員

ッ

本日の合計
今年度累計

大石会員
北野会員
田中会員

１１月６日

ボ

鋳方会員、北野会員、村木会員、村角会員、
安井会員、山路会員、山本会員

植田会員

■災害復興Ｐ義援金報告

山

■幹事報告

告
鋳方 会員

急に寒くなってきました。皆様風邪に
気をつけて、毎日元気で過ごしましょ
う！
今月もよろしくお願い致します。来週
のゴルフ楽しみにしております。
月初でいくぞ！！
無事３分の１が終りました。
今年も残り２ヶ月を切りました。家族会
も残り１カ月と迫ってきました。
恙無く１カ月が過ぎました。
「海の翼」読みました。日本とトルコの
関係勉強しました。記念館を訪問し
て、トルコに行こう。
１０月のイベントでは、いろいろお世
話になりました。
月初につき。
い よい よ紅葉の シー ズンと なりま し
た。
新しいドライバー買いました。このクラ
ブは飛びますよ。
先週来ちゃいまいした。やる気マンマ
ン？しかし、メールの返信遅くなり申
し訳ございません。
秋らしくなりました。身体の調子も
上々です。お互い秋の味覚を満喫し
ましょう。
幹事

北野 克美

・２０１３年度地区大会のパンフレットが届きましたので、メ
ールボックスへ配布しております。よくご覧いただき、出
席登録用紙を回覧しますのでご記入をお願いします。
全員登録ですので、基本的には全員出席をよろしくお
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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
願いします。ご質問等ありましたら、幹事もしくは事務局
までお尋ねください。
・１１月の予定表を配布しております。ご確認下さい。後
程メールでもお送りします。
・次週１３日の例会前１２時１０分より前年度理事会を行
います。前年度理事の方はご出席下さい。

卓

話

第５回クラブフォーラム
ロータリー財団小委員会
安井 一男 委員長

・本日例会終了後、定例理事会を行います。理事の皆
様談話室へご参集ください。

委

員

会

■親睦活動小委員会

報

告
田中 宏 委員長

家族会の出欠回覧を廻しますので、記入のお願い。ハイ
アット宿泊希望は６室となった。今日で〆切を伝える。今月
２０日例会終了後に親睦委員会を開く。
■親睦活動小委員会（ゴルフ）

生尾 雅美 委員

１１月１５日に開催しますチャリティコンペですが、ゴルフ
に参加されないメンバーの方も「口と足で描く芸術家協会」
が製作したクオカードを買って頂き、１位と２位を予想して
下さい。配当は収支を以て考慮します。
■災害復興プロジェクトチーム

中川 建司 委員長

災害復興支援の一環として、福島産のりんごを買おうと
いう活動です。是非ご協力をお願いします。
■ＩＭ実行委員会

下記Ｒ財団寄付認証のランクを掲載します。その他卓話の
内容については、とじ込みのパワーポイント資料をご覧下
さい。
（会報委員会）
1．$0-999
2．$1,000
3．$1,001-1,999
4．$2,000
5．$2,001-2,999
6．$3,000
7．$3,001-3,999
8．$4,000
9．$4,001-4,999

特に認証はなし
PHF〔メダルと証書〕
PHF(continuing)
Multiple
Multiple
Multiple
Multiple

1〔一粒サファイア〕
1(continuing)
2〔二粒サファイア〕
2(continuing)

Multiple 3〔三粒サファイア〕
Multiple 3 (continuing)

10．$5,000
11．$5,001-5,999
12．$6,000
13．$6,001-6,999
14．$7,000
15．$7,001-7,999
16．$8,000
17．$8,001-8,999
18．$9,000

Multiple 4〔四粒サファイア〕

Multiple 4 (continuing)
Multiple 5〔五粒サファイア〕

Multiple
Multiple
Multiple
Multiple

5 (continuing)
6〔一粒ルビー〕
6 (continuing)
7〔二粒ルビー〕

Multiple 7(continuing)
Multiple 8〔三粒ルビー〕

花原 昭弘 委員長

本日メールボックスに委員会組織表を入れております。１
年間ご協力よろしくお願いします。
来週例会終了後第１回実行委員会を開きますので、よろ
しく！！

「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～
蕪とプチトマトの和え物

次週のプログラム

秋鯖のきずし
サクサクの衣も旨い、鱗付き白甘鯛の若狭揚げ

第 1346 回例会／2013 年 11 月 20 日

黒豚しゃぶとじゃが豚 鍋スタイル

◆挨

拶
「ブエノス・ディアス

鶏グリル
ご飯 香物 味噌汁

◆ロータリーソング

デザート マロンシャンテリー

Buenos dias」
（スペイン語）

「それでこそロータリー」

◆卓

話
メンバー卓話
「漢方のお話」
イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower 他
川内 忠脩 会員
・http://www.illust-hana.jp 他
☆素材通り☆他
http://kanos-factory.com/joken.html 他
他
・（C）ikoi・Miho´s house 他

１１月２７日はガバナー補佐訪問

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

です。全員出席をお願いします。

・ [素材大好き.com]http://www.sozaidaisuki.com 他

日

１１

１２

＊＊＊ 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

風と樹と空とフリー素材 http://kaze-sora.com/他

曜日

予定

時間他

１３

水

第１３４５回 例会 「会員グループ討論会」

12：10～前年度理事会 談話室
13：30～第１回ＩＭ実行委員会 談話室

１５

金

チャリティゴルフ 於 美奈木ゴルフ倶楽部

８：４８スタート

２０

水

第１３４６回 例会 メンバー卓話 「漢方のお話」川内会員

１３：３０～ 絵画クラブレッスン
１３：３０～ 親睦委員会

２７

水

第１３４７回 例会 ＩＭ第６組ガバナー補佐訪問

卓話の時間に「クラブ協議会」開催

４

水

第１３４８回 例会 年次総会

１３：３０～定例理事会

７

土

新大阪ロータリークラブ家族会 ハイアットリージェンシー大阪 パーティ―１８：００開宴（宿泊も可能）

１１

水

第１３４９回 例会 ガバナー公式訪問 １３：３０～写真撮影

１３：４５～懇談会（会長・幹事・理事）

イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower 他
☆素材通り☆他

「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」

－4－

他
2013～14 年度 http://kanos-factory.com/joken.html
国際ロータリー会長 ロン Ｄ・バートン
他

