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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 2013.12.4

＊＊＊ 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 1347 回例会報告 （11 月 27 日）

＜本日のプログラム＞
第 1348 回例会／2013 年 12 月 4 日
本日の挨拶
「グッドアフタヌーン Good afternoon」
（英語）
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」

国歌斉唱 「君が代」
ロータリーソング 「我らの生業」
我らの生業 さまざまなれど
集いて図る 心はひとつ
求むるところは 平和親睦（やわらぎむつび）
力（つと）むるところは 向上奉仕
おおロータリアン 我らの集い
話
「年次総会」

「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」

SAA 大石会員

■ロータリー・ソング

SAA 植田会員

■来賓紹介
大阪城北ＲＣ

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」

卓

■司会進行

－1－

SAA 植田会員
ＩＭ第６組ガバナー補佐
山田 英男 様
大阪城北ＲＣ
山田 幸秀 様
大阪東淀ちゃやまちＲＣ
ガバナー補佐エレクト
戸田 和孝 様
大阪東淀ちゃやまちＲＣ
前田 要之助 様
■出席者報告
SAA 大石会員
第 1347 回例会 2013 年 11 月 27 日
会員数 33 名
出席数 27 名

出席率 81.82％
欠席数 6 名

出席免除会員欠席数 0 名

第 1346 回例会（11/20）
メ－クアップ 2 名 修正出席率 87.88%
11/15 花原会員
11/15 村角会員

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
2013.11.27

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
遠藤会員、北野会員
本日の合計
今年度累計

米

山

ボ

2,000 円
71,000 円

ッ

ク

ス

遠藤会員、北野会員
本日の合計
今年度累計
皆さんこんにちは
本日は、城北 RC の山田英男ガバナー補佐をお招きし
ての例会です。
また、大阪東淀ちゃやまち RC からは、本年度の IM の
PR に戸田和孝ガバナー補佐エレクト・IM 実行委員長の
前田要之助委員長が来られておりますので、本日の会
長の時間は IM の PR に代えさせて頂きます。

ニ コ ニ コ 箱

2,000 円
88,000 円

報

■SAA

告
鋳方 会員

大阪東淀ちゃやまちＲＣ 前田 要之助 様
２０１４年３月１５日、ＩＭ６組インターシ
ティミーティングよろしくお願いしま
す。
遠藤会員 山田ガバナー補佐をお迎えして。
大橋会員 長期欠席のお詫び。
北野幹事 山田ガバナー補佐、戸田エレクトを
お迎えして。
花原会員 山田ガバナー補佐をお迎えして！箕
面紅葉ハイキング 楽しい１日をあり
がとうございました。
松川会員 山田ガバナー補佐をお迎えして。
横山会長 山田ガバナー補佐、戸田ガバナー補
佐エレクト、本日のクラブ協議会よろ
しくお願い致します。

2013～14 年度 IM(Intercity Meeting)
日 時：2014 年 3 月 15 日（土） 13:00～17：00
会 場：ホテル阪急インターナショナル
主催者：国際ロータリー第 2660 地区 ガバナー 福家宏
テーマ：「見つめ直そう日本の心」式年遷宮とお伊勢参り
ホストクラブ：大阪東淀ちゃやまちロータリークラブ
次年度は新大阪 RC がホストクラブになる予定ですので、
全員登録でお願いいたします。

■幹事報告

幹事

北野 克美

・１０月に行われました大輪ゴルフ大会のお礼とご報告
がホストクラブの大阪ユニバーサルシティＲＣより届きま
した。参加された会員のボックスへ入れておきました。

■災害復興Ｐ義援金報告

１１月２７日

３，０００円

「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」

・地区より第４回日台ロータリー親善会議開催及び登録
のご案内が届きました。回覧します。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
・日本ライトハウスより会報誌が届きました。回覧します。
・大阪西ＲＣより例会変更のお知らせがございます。こち
らも回覧します。

委

員

会

報

■災害復興プロジェクト

告

います。もっともっと楽しいクラブにするための、会員から
の提案を募ってくれております。
会員たちが新大阪ロータリークラブを好きになり自慢できる
会にすることが、退会防止と、増強の大きな力になると信じ
て、私自らが率先して、会を利用し楽しんでおります。
簡単な現状報告とします。
★ＳＡＡ

花原 昭弘 ＳＡＡ

中川 建司 委員長

福島のリンゴは既に皆さんのところに届いているかと思い
ます。請求書がまだ届いていないようですが、近々送られ
てきますので必ずお支払い願います。また来年も案内を
いただけるようお願いしておきますので、今後もご協力を
お願いします。

卓

話

～ガバナー補佐訪問～
クラブアッセンブリー 「クラブ協議会」
★クラブ運営委員会

久富 義郎 委員長

昨年に続き SAA は、例会運営を早く理解していただく
様、全員参加でお願いしています。前期と後期で変化をも
たせ、１ヶ月単位でローテーションを組んでいます。
今年は、食事前にすべての恵みに感謝して「いただきま
す」を全員で唱和しています。
★会員組織委員会

会長、幹事、次期会長を補佐し、各委員会との協力を計っ
て、クラブ運営、活動、計画の遂行が円滑に行えるように
努めています。
会長の方針通り、「会員の皆さんがクラブを楽しく活用で
きる」ように働きたいと思います。この委員長の職責を勉強
させていただきながら、私も大きくなれたらと考えます。
親睦小委員会の田中委員長はじめ委員を中心に全員
参加で、イベントが目白押しでした。祇園祭山鉾見学と上
七軒ビアガーデンを皮切りに、インフォーマルミーティング、
元会員の高窪君を訪ねて徳島・釣りツアー・オクトーバフェ
スタ など順調に計画を完遂してます。来週は家族会です。
順調に会員はクラブライフを楽しんでおります。
会報小委員会のほうも週報を使って、盛り上げてくれて
「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」

生尾 雅美 委員長

会員組織委員会としては長期的な会員の質向上を目
的とします。
その為に年齢の若いうちから理事や会長、幹事を経験
してもらいガバナー補佐そしてガバナーを目指していける
ロータリアンの育成をします。
会費を払い、バッジを付けていればその人はロータリア
ンなのでしょうか？
真のロータリアンの教育を目的に古いメンバーたちは遠
慮なく思ったことを言うことができる会員の組織づくりを目
指します。

－3－

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
★職業奉仕委員会

鋳方 貞了 委員長

★新世代奉仕委員会

大石 博雄 委員長

職業奉仕について、地区委員会に出席してよく理解で
きました。その結果を皆様に報告しました。今年は、職場
見学を実施したいと思っています。その候補としては、陸
上自衛隊伊丹駐屯地、白鶴酒造、明治製菓等を予定して
います。

★社会奉仕委員会

村角 末義 委員長

数年前に新しい委員会として国際ロータリーで生まれた
が、何も新しいものをうみだせないまま数年が経過したよう
な気がする。
日本国内でもそのような気がする。ただ、新世代を育てる
と言うことは大事なことであり、日本のこれからを考えると絶
対にはずせないテーマであることは変わりがない。
当クラブは新しい大阪という名のごこく、果敢に新しい切
り口でこのテーマにチャレンジしていきたい。
そしてロータリーの新しい活動に貢献していきたい。
★国際奉仕委員会

当委員会の活動は、例年、次の３つの活動を主に行っ
ています。その１つは、大阪整肢学院の夏祭りに参加して、
模擬店を出して学院の子供たちと楽しく交流をしておりま
す。今年も 7 月 27 日の土曜日に実施致しました。
２つ目は、東淀川区民祭りに参加して、盲導犬育成のた
めのチャリティバザ－と募金活動を 9 月 15 日に行う予定で
したが、台風のため中止となりました。仕方なくクラブ内で
バザ－をし、その売上金 15 万円を日本ライトハウスに寄付
致しました。
３つ目は、ひったくり防止カバ－の配布を東淀川警察
署と共同で、自転車の前かごに着ける活動を行っていま
すが、12 月 14 日の土曜日に関西ス－パ－瑞光店にて実
施する予定です。
以上、ご報告申し上げます。

「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」

中川 建司 委員長

安井地区委員長のご尽力により、トルコ・サムソン県での
水道設備 設置事業への援助の承認がおりました。いよい
よこれから本格的に 活動が開始します。ぜひ、この機会
にこぞってトルコへ視察にいきましょう。
なお、来年 1 月 17 日に国際奉仕委員会を開催します。
トルコの支援事業の説明と懇親会を併せて開催したいと思
います。

各委員長が発表を行った後、山田 英男ガバナー補佐
より、講評を頂きました。当クラブ次年度のＩＭホストや創立
３０周年を視野に入れた、増強目標「力を合わせて５０名
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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
－奉仕の輪を広げよう」を掲げていることや、若手ロータリ
アンを育てて、若いうちに会長、地区委員、ガバナー補佐、
ガバナーとなれる人材の育成を目指すという今後の当クラ
ブの方針に高く評価を頂きました。
また、ＲＩや地区の問題点、例えば寄付金などの負担金
がクラブ会員数により差が激しい現状、期中での会長交代
のケースにおけるＲＩ規定の障害等について述べられ、締
めくくられました。
（会報委員会）

大阪城北ＲＣ 山田 幸秀 様

■本日のビジター
１２月のバースデーロータリアン

１２月 ２日
１２月 ８日

松本（圭） 会員
加藤
会員

山田 英男ガバナー補佐・戸田 和孝ガバナー補佐エレクト

大阪東淀ちゃやまちＲＣ ＩＭ実行委員長 前田 要之助 様

「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～
黄色いカリフラワーのクリームスープ

次週のプログラム

季節のサラダ
牛ヒレステーキ シャリアピン
第 1349 回例会／2013 年 12 月 11 日

フランスパンとロールパン
◆挨

デザート バニラスフレ
珈琲

拶
「グッドアフタヌーン Good afternoon」
（英語）

◆ロータリーソング

「我らの生業」

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

◆卓

話

・http://www.illust-hana.jp 他

「ガバナー講話」
ＲＩ第２６６０地区ガバナー
http://kanos-factory.com/joken.html 他
福家 宏 様

☆素材通り☆他

他

・（C）ikoi・Miho´s house 他

１２月１１日はガバナー公式訪問

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
＊＊＊ エンブレムの囁き ＊＊＊

当日予定は下記をご確認下さい。

予定表

月

日

１２

2014.1

曜日

風と樹と空とフリー素材 http://kaze-sora.com/他

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

４

水

第１３４８回 例会 年次総会

７

土

１１

水

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
１２：００～ 第２回ＩＭ実行委員会
第１３４９回 例会 ガバナー公式訪問例会後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

８

水

第１３５１回 例会 新年互礼会 「会長エレクト挨拶」

１３：３０～定例理事会

１３：３０～定例理事会

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

