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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 2013.11.20

＊＊＊ 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 1345 回例会報告 （11 月 13 日）

＜本日のプログラム＞
第 1346 回例会／2013 年 11 月 20 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 1345 回例会
会員数 33 名
出席数 27 名

SAA 松本（圭）会員
中島 央雄 様

SAA 大石会員
2013 年 11 月 13 日
出席率 87.88％
欠席数 4 名

出席免除会員欠席数 2 名

第 1344 回例会（11/6）
メ－クアップ 1 名 修正出席率 90.91%
11/15 松川会員

話
「漢方のお話」
川内 忠脩 会員

「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」

■司会進行
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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
2013.11.13

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
生尾会員、片岡会員、谷口会員、久富会員
本日の合計
今年度累計

米

山

ボ

4,000 円
68,000 円

ッ

ク

ス

生尾会員、片岡会員、谷口会員、久富会員
本日の合計
今年度累計

4,000 円
85,000 円

皆さんこんにちは
今月２７日の例会は、山田ガバナー補佐訪問例会です
ので、全員出席でお願いいたします。
ニ コ ニ コ 箱
報
告
また、当日開催される「クラブ協議会」は卓話の時間に
委員長だけではなく全会員参加で行いますので、よろし
■SAA
鋳方 会員
くお願いいたします。
先週末、そろそろ鍋のシーズンが始まったなと思い鍋を
片岡会員 最後の前年度理事会ありがとうござい
することになりました。その時ふと鍋の中を見て、肉団子
ました。
みたいなやつがいて、これははたして「つくね」・「つみ
れ」のどちらだろうと思ったのですが、たとえば最近では、
谷口会員 寒くなりましたねえ。
「パンケーキ」と「ホットケーキ」とか同じようなものを違った
菅本会員 ゴルフは、超初心者です。ご迷惑お
呼び方で呼ぶことがあると思います。
かけしないように致しますので、よろし
私は、鶏や豚などのひき肉で作った物を「つくね」で魚の
くお願い致します。
すり身で作った物を「つみれ」だと思っていたのですが、
松本（正）会員 仕事に加え、子供の受験勉強
元々は調理法に違いがあったようです。「つみれ」は、摘
のつきあい、両親の世話で、例会不
み入れる、という言葉が変化したものだといわれています。
参がちのことお許しください。
調理した生地を、手やスプーンなどで成形し、熱湯や汁
松本（圭）会員 昨夜ビートルズのポールマッカー
物へ加えて、ゆで上げて作るもの。これに対し「つくね」
トニーを生で聴いてきました。感動し
は、こねて丸めるといった意味をもつ、「つくねる」から来
ました。
た言葉だそうで、調味料やつなぎを加えてこねた生地を
成形し、調理したものだそうです。
まあ美味しければどちらでもいいとは思うのですが、これ
幹事 北野 克美
から寒くなりますので、くれぐれも風邪をひかないよう健 ■幹事報告
康には気を付けてください。
・２０１３年度地区大会の出席登録用紙を再度回覧しま
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。
・先週６日に行われました定例理事会の議事録をメール
ボックスに配布しておきました。ご確認下さい。
■災害復興Ｐ義援金報告

１１月１３日

４，０００円
・来年６月のＲＩ国際大会はシドニーで開催されます。参

「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
加ツアーのパンフレットを回覧します。
・先週お願いしました福島のりんご購入の申し込みは本
日で締め切らせて頂きます。まだ申し込んでいない方
は、本日中に事務局までお申し出ください。
・１１月２７日はガバナー補佐訪問です。全員出席をお
願いします。クラブ協議会を卓話の時間に行います。
発表していただくのは委員会構成表の主委員会委員
長と致します。委員長へは改めて文書でお知らせしま
す。よろしくお願い致します。

委

員

会

報

卓

告

話

「会員グループ討論会」

■創立３０周年記念海外支援委員会
安井 一男 プロジェクト委員

４テーブルに適宜着席し、自己紹介や仕事の紹介などを
行いました。
（会報委員会）

①トルコ、サムスン県コサカ村の「農村における飲料水の
供給プロジェクト」に対し２６６０地区財団活動資金（ＤＤＦ）
ＵＳ＄１４５００の拠出が認可されました。
②Ｈ２６年６/１～６/４開催の世界ロータリーシドニー大会
への参加をお願いします。
■親睦活動小委員会

田中 宏 委員長

家族会の出欠の回覧を廻しています。出欠記入のお願
い。健康家族の会、箕面方面ハイクを計画、参加のお願
い。
■親睦活動小委員会（ゴルフ）

生尾 雅美 委員

１５日にせまりました、チャリティゴルフですが、うまを購入
頂きありがとうございました。当日８時４８分スタートですの
で、８時２０分に練習グリーン前に集合して下さい。

「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
本日のメニュー
～洋食～
鶏のテリーヌ 塩麹風味のポット・フー

次週のプログラム

鱸のポワレ カフェ・ド・パリソース
フランスパンとロールパン
デザート 水出しコーヒーのブラマンジェ

第 1347 回例会／2013 年 11 月 27 日

珈琲

◆挨

拶
「ブエノス・ディアス

◆ロータリーソング
◆卓

Buenos dias」
（スペイン語）

「それでこそロータリー」

話

イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower 他

～ガバナー補佐訪問～
クラブアッセンブリー 「クラブ協議会」
☆素材通り☆他
・http://www.illust-hana.jp 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

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）

１４

土

ひったくり防止キャンペーン

関西スーパー瑞光店

１８

水

第１３５０回 例会 半期事業報告 会長・幹事

１３：３０～ 絵画クラブレッスン

イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower 他
花通信他

「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」
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Miho´s
2013～14
house 年度
他 他 国際ロータリー会長
☆素材通り☆他

ロン Ｄ・バートン

http://kanos-factory.com/joken.html 他

