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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

Ｎｏ．1352

http://www.shin-osakarc.jp

＊＊＊ 四つのテスト ＊＊＊

Date 2014.1.15

＊＊＊ 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 1351 回例会報告 （1 月 8 日）

＜本日のプログラム＞
第 1352 回例会／2014 年 1 月 15 日
本日の挨拶
「 ボンジョルノ Buon giorno」
（イタリア語）
標
語
「Engage Rotary Change Lives」

SAA 中川会員

■ロータリー・ソング

SAA 谷口会員

■来賓紹介

SAA 谷口会員

会

「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 「ロータリーって何だろう」
ロータリーって何だろう
みんな知らない道だから
真実かどうか探してる
奉仕の為に集まれる
不思議な集いロータリー
卓
話
第６回クラブフォーラム〈国際奉仕委員会〉
「トルコ・サムスン RC の紹介」
30 周年記念 GG プロジェクト実行委員
安井 一男 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

－1－

友

■出席者報告
第 1351 回例会
会員数 33 名
出席数 2８名

辻本 嘉助 様

SAA 中川会員
2013 年 1 月 8 日
出席率 84.85％
欠席数 5 名

第 1350 回例会（12/18）
メ－クアップ 3 名 修正出席率 93.94%
12/07 松本（正）会員
12/07 安井会員
12/14 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
2014.1.8

後私の任期も半年となりましたが、今から始まるのだ
という気持ちで“奉仕と親睦”・“新大阪ロータリーク
ラブに行くのが楽しい事業”・“例会運営”に努力して
まいります。皆様のご協力をお願いいたしまして、新
年のあいさつに代えさせていただきます。
■災害復興Ｐ義援金報告

１月８日

６，０００円

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
鋳方会員、生尾会員、北野会員、菅本会員、
谷口会員、久富会員、村木会員、村角会員、
山本会員
本日の合計
今年度累計

北野幹事と１月が誕生月の横山会長、湯浅会員

11,000 円
93,000 円

新年あけましておめでとうございます。
早いもので今年度も、早半年がたち新年を迎えるこ
米
山
ボ ッ ク ス
とが出来ました。これはひとえに皆様のご支援、ご協
力のおかげだと感謝しております。
皆様は、新しい年をどのようにお迎えされましたか、
鋳方会員、生尾会員、北野会員、菅本会員、
皆様は様々な有意義なことを行われたと思いますが、
谷口会員、久富会員、村木会員、村角会員、
私は例年通り、住吉大社に参拝に行き、後は寝正月で
山本会員
した。
しかし、一つだけ決意したことがあります。昨年ま
本日の合計
11,000 円
では、私がこのクラブの会長をやっていていいのかと
今年度累計
110,000 円
いう疑問が、頭の隅にいつもあったのですが、せっか
く会長をさせていただいた以上、楽しもうと決意しま
した。
ニ コ ニ コ 箱
報
告
また、今年の干支は甲午（きのえうま）で、
“甲”の
字は兜や鎧を意味して、殻を脱ぎ新たな芽が出始める
松本（圭） 会員
年、すなわち物事の始まりを意味し、
“午”の字は牛で ■SAA
はないので、新しい勢力に対抗する反対勢力が下から
鋳方会員 新年あけましておめでとうございます。
突き上げてきても地表に出る事は出来ない。つまり天
本年もどうぞ宜しくお願い致します。
下をひっくり返すようなことは今年は起こらないが、
お互いに素晴らしい年にしましょう！
新しい改革により大躍進する年と見る事ができるとも
言われております。
生尾会員 皆様にとって良い一年でありますよう
また、
“午”の字は“午前”と“午後”の丁度間の“正
に。
午”で、１２時を示すとも言われ、物事の変化の始ま
稲田会員 新年、おめでとうございます。
りを表わすとも言われ、
植田会員 新年あけましておめでとうございます。
・180 年前の 1834 年“甲午”の年は、
「天保の改革」
本 年 も どうぞ よろ しく お 願 い 致 しま
の施行。これが幕末の始まり
す。
・120 年前の 1894 年“甲午”の年は、
「日清戦争」の
大橋会員 新年あけましておめでとうございま
勃発この後、太平洋戦争へ続く
す。
・60 年前の 1954 年“甲午”の年（昭和 29 年）は、
「高
川内会員 おめでとうございます。
度経済成長」が始まった年
北野幹事 あと、半年未熟者の私を指導よろしく
だったそうです。
「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
おねがいします。
妻の誕生日に美味しい野菜をありが
とう。
田中会員 明けましておめでとうございます。年
賀状有難うございました。年末の急な
喪中で失礼をしました。
谷口会員 おめでとうございます。水前寺清子は
本物のスターでした。植田さんありが
とうございました。
辻本会友 明けましておめでとうございます。本
年もよろしくお願い致します。
花原会員 久富先生、年末に大変お世話になり
まして、ありがとうございました。
久富会員 あけましておめでとうございます。今
年は特によろしくお願いします。
松川会員 あけましておめでとうございます。
松本（圭）会員 本年も宜しくお願い致します。皆
様に良い年でありますように！
松本（正）会員 新年おめでとうございます。
三島会員 おめでとうございます。今年も宜しく
お願いします。
村木会員 明けましておめでとうございます。今
年も宜しくお願いします。
村角会員 明けましておめでとうございます。本
年も宜しくお願い致します。
安井会員 新年明けましておめでとうございま
す。
山本会員 新しい年を迎え、皆様方のご健祥を
お慶び申し上げます。今年は８０才の
大台に乗ることになりました。今年も
宜しくお願いします。
湯浅会員 新年おめでとうございます。
横山会長 本年も宜しくお願い致します。
菅本会員

■幹事報告

幹事

北野 克美

・新年明けましておめでとうございます。あと半年となりま
したが、引き続き皆様のご協力をよろしくお願い致しま
す。
・１月の予定表をメールボックスに入れておきました。後
程Ｅメールでもお送りします。ご確認下さい。
・ライフリバーより会報誌が届きました。回覧します。
・ガバナー事務所より「ＳＴＯＰ飲酒運転」のポスターが届
きました。
・本日例会終了後、定例理事会を行います。理事の方
はよろしくお願い致します。
「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」

委

員

会

報

■親睦活動小委員会

告
田中 宏 委員長

新年会の報告、２月５日決定。かに中心のコースですが、
どの様なコースになるかは未定。吉田様と相談し今後決め
てゆきます。
■ＩＭ実行委員会

花原 昭弘 委員長

次週例会後ＩＭ実行委員会を行います。出席お願い致し
ます。

卓

話

「会長エレクト挨拶」
生尾 雅美 会長エレクト

あけましておめでとうございます。
今年１年が皆様にとって幸せな年となるよう祈念します。
さて、今年７月から始まります次年度についての抱負は昨
年１２月の次年度理事の紹介の時にお話しさせて頂いた
のであまり話す事が無いのですが、私もこう見渡すとメンバ
ーの中では古い方となってしまいました。知らない方もいら
っしゃると思うのでお伝えしておきますと、直前会長の片岡
さん、本年度会長の横山さんのロータリークラブでのスポン
サーは私なんです。
付き合いの始まりは私がＪＣ（青年会議所）に入会した時の
片岡さんが新人担当の責任者で横山会長がそのチームリ
ーダーとしての出会いでした。
私がロータリークラブに入会させて頂いて２～３年経った時
に彼らをお誘いしたわけです。もちろん彼らがロータリアン
としてふさわしい人間であった事が理由ではありましたが
何よりこのクラブが楽しかった事が１番の理由です。
こんなに立派な、大きな、広い、賢い、素晴らしい先輩たち
がいるこの楽しいクラブに是非入会してほしかったので
す。
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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
増強のために何が必要か・・・。
まず我々メンバーひとりひとりが楽しめるクラブであること。
楽しいから知り合いを、友達を誘えるクラブであること。
これが大事なことだと思います。
ですから私の会長時代には人数を増やす事よりもまず楽
しいクラブにすることを念頭に置きたいと思っています。
そして次の年度には一人ひとりがたくさんの知り合いや友
達を呼んで来れるクラブになっている。それを目標に頑張
りたいと思います。
そしてそのためには、皆さんの協力も必要です。
是非ともご協力をお願い致します。

本日のメニュー

次週のプログラム
～洋食～
冷製フォアグラのテリーヌ
イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower
他
・http://www.illust-hana.jp 他
☆素材通り☆他

http://kanos-factory.com/joken.html 他

第 1353 回例会／2014 年 1 月 22 日
◆挨

◆卓

・（C）ikoi・Miho´s house 他

鯛のポワレ ベルシーソース
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

珈琲
・ [素材大好き.com]http://www.sozaidaisuki.com
他

「ロータリーって何だろう」

話
クラブアッセンブリー
「半期事業報告」
各委員会委員長

＊＊＊ 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
１

２

フランスパンとロールパン

他

拶
「 ボンジョルノ Buon giorno」（イタリア語）

◆ロータリーソング

浅利貝のチャウダー

曜日

予定

時間他

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～ 第３回ＩＭ実行委員会

２２

水

第１３５３回 例会

１３：３０～ 絵画クラブレッスン

２９

水

例会休会

ＭＵ受付１２：００～１２：３０

５

水

第１３５４回 例会 第７回クラブフォーラム 社会奉仕委員会

１３：３０～定例理事会

９

日

クラブアッセンブリー 半期事業報告

新年会「カニ三昧」 １９：００～ 於 かに道楽 梅田店
歩こう会 「竹ノ内街道を行く 第１回」

９：３０ 南海電車「堺東駅」集合
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」
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他 他 ☆素材通り☆他

2013～14 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

他

