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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 2013.12.11

＊＊＊ 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 1348 回例会報告 （12 月 4 日）

＜本日のプログラム＞
第 1349 回例会／2013 年 12 月 11 日
～ガバナー公式訪問～
本日の挨拶
「グッドアフタヌーン Good afternoon」
（英語）
標
語
「Engage Rotary Change Lives」

■司会進行

SAA 松川会員

■ロータリー・ソング

SAA 片岡会員

■来賓紹介

SAA 片岡会員

「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 「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
卓
話
「ガバナー講話」
ＲＩ第２６６０地区 ガバナー
福家 宏 様（八尾中央ＲＣ）

「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」
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大阪東淀ちゃやまちＲＣ

■出席者報告
第 1348 回例会
会員数 33 名
出席数 28 名

前田 要之助 様

SAA 松川会員
2013 年 12 月 4 日
出席率 90.91％
欠席数 3 名

出席免除会員欠席数 2 名

第 1347 回例会（11/27）
メ－クアップ 3 名 修正出席率 87.88%
11/15 田中会員
11/15 村木会員
11/15 湯浅会員

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
2013.12.4

１２月が誕生月の松本（圭）会員とＳＡＡ片岡会員

あわせて電源周波数を統一しようと言う構想が持ち上が
ったが逃してしまった。もし行われていたらアメリカと同じ
60HZ になっていたと思われる。
また、一昔前までは、引っ越しの度に周波数にあった電
化製品の買換えや、スイッチ等により周波数切り替えを
行なわなければならず不便を感じていた人も多かったの
ではないでしょうか。しかし近年では電気製品の進化（苦
肉の策か）で、どちらでも使えるように周波数フリーの電
気機器が多く設計・製造販売されたこともあり、周波数の
違いで困ることもなくなり、震災が起こるまでは、周波数
のことは、忘れ去られていた。
これからの日本にとっても、電力供給側にとっても相互
融通の点からは周波数を統一する方が望ましいが、そ
れには一方あるいは両方の地域の発電機を総て交換し
なければならないうえに、周波数変更の際に停電が伴っ
たり、さらに周波数に依存する機器を全て交換するか対
策を施す必要があるので、今となっては事実上実現不
可能である。
新大阪 RC では、小さな出来事でも大きくなる前に、全メ
ンバー一丸となって解決にあたり会運営を進め行きたい
と思っておりますので、皆様のご協力をよろしくお願いい
たします。

皆さんこんにちは
皆さんもまだ、記憶に新しいと思いますが、東日本大震
災の折、原子力発電所の操業が停止し、東日本の電力
供給量不足が騒がれているとき、なぜ余っている西日本
の電力を融通してあげないのだろうと不思議に思われた
方もいるのではないでしょうか。
実は家庭にお届けする電気は交流といって、電気のプ
ラス・マイナスが 1 秒間に何十回と入れ替わっています。
１２月４日
４，０００円
この入れ替わる回数を周波数といい、東日本 (50HZ）と ■災害復興Ｐ義援金報告
西日本(60HZ）とで違っているため直接に譲り合えない
のです。以前から譲ることも考え周波数変換所がいくつ
かはあるのですが、今回のような大きな災害は想定外で、
焼け石に水だった訳です。
普及当初は、アメリカも混在していましたが現在は 60HZ
ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
で統一されており、世界を見渡して同一国内で違った周
波数の電気を供給している国は、日本ぐらいだと思いま
す。
鋳方会員、田中会員、久富会員、村木会員、
それでは何故このようなことになってしまったのでしょう。
安井会員、山路会員、山本会員
これは明治時代に、海外での議論（電流戦争）に触発さ
れて起こった、東京電燈（東京電力）と大阪電燈（関西
本日の合計
7,000 円
電力）との間の直流・交流論争がきっかけであったと言
今年度累計
78,000 円
われております。
関東では、関西に先駆け 1887 年に東京電燈が、当初
直流送電を選択し。翌 1888 年に設立された大阪電燈は
当初から交流送電を選択し、60Hz 仕様のアメリカ・GE
米
山
ボ ッ ク ス
製発電機を採用した。その後東京電燈も交流の優位性
の高まりに応じて 1893 年に交流送電への転換を決めた。
鋳方会員、田中会員、久富会員、村木会員、
この時に統一していれば良かったのだが、何故か 50Hz
安井会員、山路会員、山本会員
仕様のドイツ・AEG 製の発電機を導入し、この二大勢力
を中心に、次第に各地の電力供給が集約されていった
本日の合計
7,000 円
結果、東西（静岡県の富士川から新潟県の糸魚川あた
今年度累計
95,000 円
りを境）の周波数の違いが形成された。再度統一する機
会が訪れたのが、第二次世界大戦直後である。復興に
「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
ニ コ ニ コ 箱

報

■SAA

告

委

鋳方 会員

師走になりました。今年も少なくなりま
した。この１年悔いのない様に過ごし
たいと思います。
田中会員 先週欠席のお詫び。
久富会員 年末、飲みすぎ、食べすぎにご用心。
元気に越年しましょう。
松本（圭）会員 １２月、誕生月です。嬉しいやら、
嬉しくないやら。
村木会員 前回欠席のお詫び。
安井会員 昨日、年末ジャンボ宝くじを十三で買
いました。１等７億円の確率は１０００
万分の１、もう一つの１等７０００万円
の確率は１００万分の１、１００枚買っ
たので１００００分の１です。当選した
らニコニコします。
山路会員 恙無く１カ月が過ぎました。
山本会員 前回欠席のお詫び。
吉田会員 欠席のお詫び。明日夜サンＴＶ ビッ
グフィッシングに日本海久美浜の鯛
釣りで出演します。大鯛が釣れまし
た。

幹事

会

■ＩＭ実行委員会

鋳方会員

■幹事報告

員

報

告

花原 昭弘 委員長

第２回実行委員会は例会前１２時より行います。よろしくお
願い致します。
■親睦活動小委員会

田中 宏 委員長

今週土曜日の家族会の景品でワシントン様より水前寺清
子クリスマスディナー券（ペア）を頂いた事報告。
２月１日の梅田カニ道楽でカニづくしを楽しみましょう！を
報告。
■国際奉仕委員会

中川 建司 委員長

１月１７日は国際奉仕委員会の会合を行います。委員の皆
さん是非ご出席願います。

年次総会

北野 克美

・次週はガバナー公式訪問です。例年と時間予定が異
なっております。本日皆様に訪問日のスケジュールに
ついて文書をメールボックスに入れておりますので、よ
くご確認下さい。全員出席でお願い致します。
・１２月の予定表をメールボックスに配布しておきました。
例会予定などはこの予定表もしくは週報裏表紙の予定
表で確認ができます。ぜひご活用下さい。
・年賀状用に住所録を配布しておきました。このデータ
は、後程１２月予定表と共に、メールでも送信させて頂
きます。

日時 12 月４日（水） １３時００分～
場所 新大阪ワシントンホテルプラザ２階
議案 ２０１４～２０１５年度の理事選任の件

・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。
・最後にお詫びです。本日の週報にファイリング用の穴
を空けるのを、事務局が忘れてしまいましたので、恐れ
入りますが、セルフサービスでお願い致します。お手数
をお掛けします。

「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」

－3－

理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事

（会長）
（幹事兼会長エレクト）
（直前会長）
（副会長）
（職業奉仕委員長）
（社会奉仕委員長）
（新世代奉仕委員長）
（国際奉仕委員長）
（財務委員長）
（親睦委員長）
（副幹事）

生尾
久富
横山
遠藤
菅本
山路
北野
中川
谷口
植田
田中

雅美
義郎
洋一郎
義彦
泰年
高純
克美
建司
光夫
誠
宏

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
会員総数３３名のうち出席者数２８名、定足数を満たして
いることを北野幹事が確認、議長に横山会長が選任され、
会長より次年度理事候補者が紹介されました。賛成多数
で可決され、次年度理事が決定致しました。

まで行きました。教学の森は箕面駅から西へ 2.5km に青少
年が自然に親しむ為に箕面市が作った野外活動施設で
す。
最初はかなり急な階段を登り、小鳥のさえずりを聞きながら、
杉・朴・竹林（筍採取用に整備されています）を通り、11 時
に望海展望台に着きました。当日は絶好のハイキング日
和で、登り道だと汗ばむほどでした。展望台からは、眼下
に青山短大をはじめ、箕面市街地が一望できましたが、少
しもやがかかっていた為、大阪市内や大阪湾は展望でき
ませんでした。
甘酒・ぜんざい・かりんとまんじゅう・スウィートポテト・白桃し
ぐれ・豆もち等を食べて小腹を満たし、色あざやかな紅葉
前で一枚!!

健康家族の会

「第 34 回 秋彩 箕面ハイク」
くれない

＝朝日浴び 滝 紅 に 大喝采＝
２０１３年１１月２４日

9 時に阪急 箕面駅に 5 人が集合し、車で「教学の森」入口
「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」

展望台から山を下り、瀧安寺弁天堂から滝道に入りました。
そこから滝まではまるで初詣の様な人ごみでした。
13 時にようやく滝にたどり着きましたが、橋の上は人人人
で、記念写真を撮るのにひと苦労でした。駅までの下り道
も紅葉の写真を撮る人ともみじの天ぷらを買い求める人で
大賑わいでした。
箕面駅で松尾夫人と家内に合流。まだ元気があったので、
171 号線の美々卯まで歩きましたが、道路も箕面へ行く車
で大渋滞でした。箕面在住の村角夫人によると、桜と紅葉
の季節は、箕面人は車で出かけないそうです。
14 時 30 分より「美々卯」のうどんすきで遅い昼食となりまし
た。天候にも恵まれ、紅葉もきれいで、よく歩いたので、生
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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
ビールで乾杯後、しっかり食べ、おしゃべりがはずみました。
特に凍結酒がおいしくて、軽く 1 本空けてしまいました。
16 時過ぎに全員満腹で帰路に着きました。

「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

次週のプログラム

～和食～
お刺身盛り合せ 鮪 鯛 紋甲烏賊
のどぐろの塩焼き

第 1350 回例会／2013 年 12 月 18 日

鯖の味噌煮

◆挨

牛ヒレステーキ 紫蘇の実味噌焼き
春菊、しめじ茸の和え物

拶
「グッドアフタヌーン Good afternoon」
（英語）

◆ロータリーソング

ご飯 香物 お味噌汁

◆卓

「我らの生業」

話

半期事業報告
横山会長
イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower 他
北野幹事
・http://www.illust-hana.jp 他

デセール フルーツ（ラフランス）

☆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
＊＊＊ 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

１２

2014.1

曜日

予定

時間他
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）

１１

水

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

１５

水

第１３５２回 例会 第６回クラブフォーラム 国際奉仕委員会

１３：３０～ 絵画クラブレッスン
１３：３０～ 第３回ＩＭ実行委員会

２２

水

第１３５３回 例会

クラブアッセンブリー 半期事業報告
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

