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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 2013.11.27

＊＊＊ 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 1346 回例会報告 （11 月 20 日）

＜本日のプログラム＞
第 1347 回例会／2013 年 11 月 27 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

SAA 植田会員

日本ライトハウス

■出席者報告
第 1346 回例会
会員数 33 名
出席数 27 名

理事長 橋本 照夫 様

SAA 大石会員
2013 年 11 月 20 日
出席率 87.88％
欠席数 4 名

出席免除会員欠席数 2 名

第 1345 回例会（11/13）
メ－クアップ 1 名 修正出席率 90.91%
11/15 山路会員

話
クラブアッセンブリー
「クラブ協議会」

「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
2013.11.20

の日より前に販売・消費しても日本国内で法的に罰せら
れることはありませんのでご安心ください。
ちなみに、ここ 1995 年以降の１８年の評価は
2003,5.6 年度の 100 年に１度を筆頭に５０年に１度が４
回、１０年に１度が５回と 1995 年以降は豊作の年が続い
ているようです。
個人の買い付けもできるみたいですので、皆さんも試飲
してみて良かったら今年の値上がりする前の高価なブル
ゴーニュワインを樽ごと買いあげて来る日の投資をされ
てみるのもよいのかなと思います。

寄附金の贈呈
皆さんこんにちは
ワインをたしなむかたはご存じだろうと思いますが、明日
１１月の第 3 木曜日はボジョレー・ヌヴォーの解禁日で
す。
なぜ、このような習慣が出来たのか不思議な方もいらっ
しゃると思います。日本の土用の丑の日に鰻を食べる習
慣がついたように鰻屋さん策略と同じで、売れないワイン
を売ろうとしたワイン業者の策略だと思ってそんな策略に
乗るかと思っていらっしゃる方もいると思いますがいかが
でしょう。
実は元々はボジョレー地方の位置関係とそこで栽培され
ている熟成には向かず、2～3 年のうちに飲んだほうがお
いしいといわれているガメという、ぶどうの品種にありま
す。
位置関係は、皆さんよくご存じの、ブルゴーニュ地方南
部に隣接する丘陵地帯にあるということが重要なのです。
ブルゴーニュ地方と言えば、「ロマネ・コンティ、ラ・ターシ
ュ、シャンベルタン」などのピノ・ノワールという、ガメとは
逆の早飲みには適さず、熟成させる方が良い品種です。
また、このようなワインは高価ですが、収穫した年にワイ
ン業者は、出来が良いか悪いかわからないぶどうで作る
ワインを買い付けなければならない投資するにはリスクが
伴います。そこで、ブルゴーニュ地方に隣接するこの地
のワインを試飲することによって、ワイン業者がその年の
ブドウの出来栄えをチェックすることを主な目的として試
飲会が始まりました。その後、試飲会を解禁日に代えイ
ベントとして、新酒として大々的に売るやり方が確立され
たということです。
ちなみに、解禁日は明日ですが、酒屋さんとお友達の
人はすでに今年のボジョレー・ヌヴォーを飲んだという人
もいるかもしれませんが、梱包箱には「2013 年 11 月 21
日午前 0 時以前の販売および消費 厳禁」の文字が書
かれているが、フランスのワイン法による規制のため、そ
「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」

今年度は９月の東淀川区民まつりが台風の影響で中止と
なりましたが、内部バザーを行い、その収益金を日本ライト
ハウスへ寄附させて頂きました。

■災害復興Ｐ義援金報告
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１１月２０日

０円

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
山本会員
本日の合計
今年度累計

1,000 円
69,000 円

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
米
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■親睦活動小委員会

山本会員
本日の合計
今年度累計

ニ コ ニ コ 箱

田中 宏 委員長

本日、親睦小委員会を開きます。
カニツアーの件、久美浜方面の計画について、少し時間
的に厳しいので見直す事とした。
ハイアットホテルのパンフレットをメールＢＯＸに入れてあ
るが、シャトルバスについては、貸切バスを出す事を報告。

1,000 円
86,000 円

報

告

■親睦活動小委員会（ゴルフ）
■SAA
生尾会員
植田会員
山路会員

山本会員
横田会員

■幹事報告

告

生尾 雅美 委員

鋳方 会員
チャリティコンペにご協力ありがとうご
ざいました。
本日、双子の娘が１才の誕生日を迎
えました。感謝です。
チャリティゴルフコンペおつかれ様で
した。事前に資料の用意ができなくて
大変ご迷惑をかけました。ごめんなさ
い。
前回欠席のお詫び。
願わくば、世界が平和でありますよう
に！

幹事

先日のチャリティゴルフコンペに皆様からたくさんのご厚
志ありがとうございました。購入頂きましたクオカードは４９
口×２，０００円のチャリティが集まり、うまの当選は１－１で
４名の方にクオカードをお渡しします。ありがとうございまし
た。

卓

話

「漢方のお話」
川内 忠脩 会員

北野 克美

・次週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。本日全員のメールボックスに、ガバナ
ー補佐訪問日の予定、内容についての文書を配布し
ております。ご確認頂き、特に懇談会出席の会員各位、
発表のある委員長各位には、ご準備の程よろしくお願
い致します。
・年賀状のための住所録を回覧しますので、住所等の訂
正がありましたらご記入ください。喪中の方は喪中の欄
に○印を入れてください。
・ＪＯＣＳより会報誌が届きました。子ども号ですが、使用
済み切手収集についての説明がわかりやすいので、是
非ご一読ください。回覧します。
（社会奉仕の代理で）
・１２月１４日（土）午後３時３０分より関西スーパー瑞光店
にて、恒例の「ひったくり防止キャンペーン」を行います。
約１時間で終了し、その後ワシントンホテル１Ｆの「カフ
ェ・ド・パリ」で打上を行います。出欠表を回覧しますので、
ご記入をお願いします。

「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」

漢方を常飲され健康保持に役立てておられる川内会員
に、「サルノコシカケ」や「冬虫夏草」の現物をお持ち頂きま
した。お酒を好まれる方には特に役に立つお話でした。卓
話の内容について御質問等ありましたら、川内会員にお
尋ね下さい。
（会報委員会）
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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～
海鼠のみぞれ和え

次週のプログラム

お刺身盛り合せ 鮪 鯛 甘海老
甘鯛の蕪蒸し
第 1348 回例会／2013 年 12 月 4 日
牛肉と大根の年輪巻き
◆挨

拶
「グッドアフタヌーン Good afternoon」
（英語）
◆国歌斉唱 「君が代」

牛舌の味噌漬け
ご飯 香物 味噌汁
デザート モワルーショコラ

◆ロータリーソング
◆卓

「我らの生業」

話

イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower 他
・http://www.illust-hana.jp 他

「年次総会」

☆素材通り☆他

http://kanos-factory.com/joken.html 他
他
・（C）ikoi・Miho´s house 他
http://www.web-style.co.jp/index.html 他
風と樹と空とフリー素材 http://kaze-sora.com/他
・ [素材大好き.com]http://www.sozaidaisuki.com 他

１２月１１日はガバナー公式訪問
です。全員出席をお願いします。

予定表

月

日

曜日

＊＊＊ 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

時間他

１１

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

１２

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 15：30～

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

２５

水

例会休会

事務局２７日まで 年明けは６日より

１

水

元旦 例会休会

2014.1

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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2013～14
Miho´s 年度
house 他国際ロータリー会長
他 ☆素材通り☆他
ロン Ｄ・バートン
http://kanos-factory.com/joken.html 他

