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■ 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 ＊＊＊

＊＊＊ 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 1349 回例会報告 （12 月 11 日）

＜本日のプログラム＞
第 1350 回例会／2013 年 12 月 18 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」

■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

ＲＩ第２６６０地区ガバナー

「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
「半期事業報告」
横山会長
北野幹事

「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」
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■出席者報告
第 1349 回例会
会員数 33 名
出席数 28 名

福家 宏 様
（八尾中央ＲＣ）

SAA 松川会員
2013 年 12 月 11 日
出席率 90.91％
欠席数 3 名

出席免除会員欠席数 2 名

第 1348 回例会（12/4）
メ－クアップ 2 名 修正出席率 93.94%
12/07 村角会員
12/07 吉田会員

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
2013.12.11

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
生尾会員、北野会員、村角会員、山本会員
本日の合計
今年度累計

米

山

ボ

4,000 円
82,000 円

ッ

ク

ス

生尾会員、北野会員、村角会員、山本会員
本日の合計
今年度累計
本日は、当クラブのガバナー公式訪問の日でございま
す。
2660 地区ガバナーの福家宏様にお越しいただいており
ます。クラブをあげましてご歓迎申し上げます。
福家ガバナー様にはのちほど卓話をお願いしておりま
すので、宜しくお願い申し上げます。
地区へは、当クラブからも、今年度は安井一男会員が地
区国際奉仕委員会 副委員長として活躍してもらってお
ります。また、次々年度には、松川雅典会員が、ガバナ
ー補佐としてご活躍していただく予定でございます。クラ
ブとしましても、お二人が安心して地区でのご活躍が出
来きますよう、全力でバックアップしてまいりたいと思って
おりますので、よろしくお願いいたします。
最後に、今月１２月は「ロータリー家族月間」です、当クラ
ブも、昨日、日頃から迷惑をお掛けしている家族への感
謝をこめて、家族会を開催し無事に笑顔のうちに終える
ことができました。田中親睦委員長はじめ、親睦委員の
皆様お疲れ様でした。
そして、今週末には今年度最後の事業となりますが、地
域の皆様への感謝を込めて「ひったくり防止キャンペー
ン」を行いますので、振ってご参加して頂くことをお願い
しまして会長の時間とさせて頂きます。

■災害復興Ｐ義援金報告

１２月１１日

ニ コ ニ コ 箱
■SAA

２，０００円

「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」
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4,000 円
99,000 円

報

告
安井 会員

生尾会員

楽しい家族会ありがとうございました。
田中委員長お疲れサマ。北野幹事
お気遣いありがとうございました。
遠藤会員 ガバナーをお迎えして。
北野幹事 ガバナーをお迎えして。家族会あり
がとうございました。
大石会員 家族会、楽しかったです。オーキャロ
ルが最高！！
田中会員 家族会無事終わりました。度重なる
失態にもかかわらず、あたたかいお
言葉を頂き、ありがとうございました。
谷口会員 妻の誕生日に美しい花と、大きなプ
レゼント、有難うございました。
花原会員 福家ガバナーをお迎えして。田中親
睦委員長お疲れ様でした。大変楽し
い家族会をありがとうございました。
松川会員 福家ガバナーをお迎えして。
松本（圭）会員 家族会、楽しかったです。ご苦
労様です。
村木会員 福家ガバナーをお迎えして。
村角会員 福家ガバナーをお迎えして。
安井会員 福家ガバナーをお迎えして。
山本会員 恙無く１カ月が過ぎました。
横山会長 本日、福家ガバナーをおまねきして。

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
吉田会員

家族会ありがとうございました。特に
会長夫人のプロとしてのテーブルフ
ラワーにはいつもながら感動しました。
ありがとう。
富田事務局 楽しい家族会にご招待いただきあり
がとうございました。又、息子にたくさ
んのお祝のお言葉をかけて頂きあり
がとうございました。これからは親が
頑張る番です。

■幹事報告

幹事

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）

北野 克美

・福家ガバナー、本日はお越しいただきありがとうござい
ます。
例会終了後に別室にて全員で記念撮影を行います。
その後理事全員と地区国際奉仕副委員長は福家ガバ
ナーとの懇談会にご出席をお願いします。
・先週４日に行われました定例理事会の議事録をメール
ボックスへ入れておきました。ご確認下さい。
・２０１４年６月にシドニーにて行われますＲＩ国際大会の
ツアーパンフレットが届いております。回覧します。

委

員

■親睦活動小委員会

会

報

告

田中 宏 委員長

家族会でテーブルフラワーの紹介を忘れた件、お詫びで
す。新年会カニざんまいの日について平日に行うべく、検
討中と報告。
■社会奉仕委員会

村角 末義 委員長

今週の土曜日（１４日）に、関西スーパー瑞光店に於いて、
ひったくり防止キャンペーンを行います。自転車カゴカバ
ーを配布し、防犯、交通安全を呼び掛ける活動を行いま
すので一人でも多くの会員の参加をお願いします。

「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」

私は 2013 年 1 月 13 日(日)～18 日(金)、米国カリフォルニ
ア州サン・ディエゴにて開催された、国際協議会 2013 に参
加して参りました。地区ガバナーに就任するには、昨秋東
京で 2 度開催された GETS(ガバナー・エレクト研修セミナ
ー)を含め、この国際協議会への参加が義務付けられてい
ます。国際協議会のために設定された研修の全てに出席
しないと、地区ガバナーには就任出来ません。無論私も日
本から出席した 34 地区の GE と共に、全てのプログラムを
消化して帰国致しました。厳しいスケジュールではありまし
たが、日本の他地区の GE の皆様と親睦を深め、他国の
人々と色々な形で交流出来たことは楽しいことでありまし
た。
今年度の国際ロータリー会長はロン・D・バートン氏です。
1979 年以来、米国オクラホマ州ノーマン RC の会員であり、
職業は弁護士です。これまでに、地区ガバナー、恒久基
金米国アドバイザー、ロータリー財団地域コーディネータ
ー、インターナショナル・ポリオ・プラス委員会委員、ロータ
リー財団管理委員などを歴任され、2008-09 年度は財団
管理委員会副委員長、また、未来の夢委員会委員および
副委員長も務めておられます。先ずは此の度の国際協議
会開会本会議におけるロン・バートン RI 会長による開会講
演の内容をお伝え致します。
【ポリオ撲滅】1986 年以来開始された「地球上からポリオを
撲滅する」ためのポリオ・プラス・プログラムは、当時から実
現は容易でないことは分かっていましたが、2005 年には成
功させるという目標が立てられました。残念ながら 2013 年
を迎えた今、まだポリオの撲滅は成功していません。しかし
ポリオが次第に終結へと近づいていることは、明らかです。
目標達成までもう少しです。
【FVP：Future Vision Plan 未来の夢計画】「未来の夢計
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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
画」は、ロータリー財団の新たな時代の幕開けです。ロー
タリーの素晴らしさをすべて取り入れた未来の夢は、さらに
大きく、持続可能な国際プロジェクトを促すと同時に、地域
社会のニーズに応える地元プロジェクトでの柔軟性を高め
ることによって、ロータリーを新しい次元へと昇華させるも
のです。
【会員維持増強】会員増強は他人任せでは無くて、私の責
務であり、皆さん自身の責務であり、ロータリアン全員の責
務です。勧誘が成功し、入会を OK してもらい、その人が
会員となった時、皆さんの仕事はそこから始まります。新会
員を指導し、彼らがクラブで重要な役割を担い、ロータリー
で満足感を得られるようにしなければなりません。ロータリ
ーに入会した新会員全員を維持できれば、会員増強など
問題にならないはずです。毎年、ロータリーには、およそ
12 万人という大勢の人が入会します。しかし毎年、ほぼ同
じ数の会員が退会しています。15 年以上にわたり会員数
が約 120 万人にとどまり、会員数が横ばいとなっているの
は、このためです。今や本腰を入れなければならない時が
来ています。
【多様性】1987 年、ロータリーは女性に入会の門戸を開き
ました。それは、ロータリーにとって記念すべき日でした。
しかし、女性会員の数が順調に増えているわけではありま
せん。これは、私たちが取り組むべき課題です。さらに、ロ
ータリーに若い会員を迎え入れ、現在のローターアクター、
インターアクター、ライラリアン、青少年交換学生、財団奨
学生、GSE チームメンバーに、明日のロータリアンになって
もらえるよう努める必要があります。ロータリーが生き残るに
は、時代の変化とともに自分たちも変わる努力をしなけれ
ばなりません。例会時間や例会場を変えたり、クラブの形
態を見直すなど、柔軟に適応する努力をすることです。
【今年度 RI テーマと地区方針】
Engage Rotary Change Lives
「ロータリーを実践し みんなに豊かな人生を」
ロータリーやロータリー財団のプログラムに真剣に取り組め
ば、多くの人々を豊かにすることが出来ます。そしてそれよ
りも大切なことは、もっと豊かになるのは、皆さん自身の人
生だということです。これはアーサー・シェルドンの One
profits most who serves best 「最も良く奉仕する者、最も
多く報われる」という標語から発した考えです。
『今年度地区方針』
私は今年度 RI テーマを尊重しつつ、「ロータリアンが奉仕
を実践した時にはロータリアン自身の人生が豊かになる」
というバートン氏のメッセージを受ける形で、今年度当地区
の方針を決定致しました。
それは「感動の体験を!! 人々にも、自身にも」 でありま
す。
私は 1 人でも多くのロータリアンに RI やロータリー財団プロ
グラムに参加をして頂きたい。立案した計画が困難を伴っ
ても是非とも、勇気をもって敢行して頂きたい。これが私の
思いであります。”Participate” これは、日本人初の RI 会
長を務められた東ヶ崎潔氏の RI のテーマです。私はこの
「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」

言葉を心に刻み、この言葉を拝借して、地区方針に盛り込
みたいと考えました。「参加し、敢行しよう!!」であります。ど
うかよろしくお願い申し上げます。
さて地区としては何にポイントを置いて活動を進めて行く
のか？これは５つあります。RI 戦略計画の 3 つの重点項目
のうち、
「クラブのサポートと強化」に関わるものとして
①会員の維持と増強です
会員の維持のためには入会後年数の浅い会員に出来る
限り RI やロータリー財団のプログラムに参加するように工
夫をして頂きたいのです
「人道奉仕の重点化と増加」に関わるものとして
②ポリオ撲滅への努力
③FVP によるプロジェクトの成功
④東日本震災復興支援
「公共イメージと認知度の向上」に関わるものとして
⑤広報活動です
この５項目に重点を置いて活動して頂きたいと、強く念願
しております。
【寄付のお願い】目標額 ①年次基金 150 ドル ②ポリオ・
プラス 50 ドル ③米山記念奨学会 3 万円 ④東日本震災
復興支援 1 クラブ当たり 5 万円以上
【地区大会】2014 年 2 月 21 日(金)～22 日(土) 大阪国際
会議場、ﾘｰｶﾞ･ﾛｲﾔﾙ･ﾎﾃﾙ
記念講演「桜井よしこ氏」
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次週１２月２５日、年明け１月１日
（元旦）は例会休会です。
次回は１月８日（水）です。
皆様良いお年をお迎えください！

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

ＭＥＭＯ

「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

次回のプログラム

第 1351 回例会／2014 年 1 月 8 日
新年互礼会
◆挨

拶
「 ボンジョルノ Buon giorno」
（イタリア語）
◆国歌斉唱 「君が代」

本日のメニュー
～洋食～
サンタよりの お・く・り・も・の

◆ロータリーソング

「ロータリーって何だろう」

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

オニオンスープにチェダーチーズ入り

・http://www.illust-hana.jp 他

牛ヒレステーキ

◆卓

話

☆素材通り☆他

クリスマスプレゼントを添えて

会長エレクト挨拶
http://kanos-factory.com/joken.html 他
生尾 雅美 会長エレクト

他

フランスパンとロールパン

・（C）ikoi・Miho´s house 他
http://www.web-style.co.jp/index.html 他

珈琲

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

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・Miho´s house 他
花通信他

「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」

－6－他

他 2013～14
☆素材通り☆他
年度

国際ロータリー会長 ロン Ｄ・バートン

http://kanos-factory.com/joken.html 他

