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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．1354

http://www.shin-osakarc.jp

＊＊＊ 四つのテスト ＊＊＊

Date 2014.2.5

＊＊＊ 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 1353 回例会報告 （1 月 22 日）

＜本日のプログラム＞
第 1354 回例会／2014 年 2 月 5 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」
「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」
国歌斉唱 「君が代」
ロータリーソング 「限りなき道ロータリー」
奉仕の理想 胸にひめ
友情花と 咲かせつつ
生きよう 今日も
ニコニコと
ひとすじの道 ロータリー
限りなき道 ロータリー
卓
話
第７回クラブフォーラム
社会奉仕委員会
村角 末義 委員長

「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」

－1－

■司会進行

SAA 中川会員

■ロータリー・ソング

SAA 花原会員

■来賓紹介

SAA 花原会員

大阪淀川ＲＣ
大阪淀川ＲＣ
大阪淀川ＲＡＣ
■出席者報告
第 1353 回例会
会員数 33 名
出席数 25 名

末松 大幸 様
海家 聖雄 様
和多田 翔太 様
SAA 中川会員
2013 年 1 月 22 日
出席率 84.85％
欠席数 5 名

第 1352 回例会（1/15）
メ－クアップ 0 名 修正出席率 90.91%

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

２）１０月 平成２４年度紀伊半島大水害による被
災地訪問（一泊研修）
３）１２月 児童養護施設「博愛社」の子供達との
凧揚げ・例会
４）４月 児童養護施設「博愛社」の子供達とのボ
ーリング・例会
その他）
◆国際ロータリー2660 地区行事「地区献血」の
サポート
◆大阪淀川ローターアクトクラブの通常例会
毎月 第一、第三水曜日 19：00 から大阪中央
公会堂

横山 洋一郎
2014.1.22

皆さんこんにちは
本日はクラブアッセンブリーがありますので、担当委員
長様よろしくお願いいたします。
また、本日は、大阪淀川ロータリークラブから、社会奉
仕委員会 末松大幸委員長 新世代奉仕委員会 海家
聖雄さま、大阪淀川ローターアクトクラブから、和多田翔
太会長が来られておりますので、大阪淀川 RC のロータ
ーアクトへの取組についてと、新大阪 RC へのご協力の
依 頼をもって、本 日の会長の時間に代 えさせて頂きま
す。

これからの取組お願い
大阪淀川 RC・大阪東淀ちゃやまち RC・新大阪 RC は
親・子・孫の関係がありますので、これから、各 RC の社
会奉仕活動をローターアクトも含めての連携が出来れば、
より活発な活動が出来、しいては会員増強にもつながり
ますので、各 RC の連携を取ろうではありませんか。

■災害復興Ｐ義援金報告

１月２２日

１，０００円

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ

「大阪淀川ローターアクトの活動について」
本日の合計
今年度累計

大阪淀川ロータリークラブ
社会奉仕委員会委員長 末松大幸

米

山

ボ

0円
96,000 円

ッ

ク

本日の合計
今年度累計

ニ コ ニ コ 箱
■SAA

私たちは、以下のような奉仕活動を行っております。
１）１０月 大阪音楽祭・例会
「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」
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ス

0円
113,000 円

報

告
松本（圭） 会員

大阪淀川ＲＣ様
大阪淀川ロータリークラブ末松・海家
です。今日はローターアクトについて、
お願いにまいりました。よろしくお願
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
いします。
２月３日節分「恵方巻き」ご依頼お待
ちしております。配達致します。
横田会員 １月２７日は、国旗制定日。並びに、
国家掲揚の日であります。
富田事務局 先日は息子にお祝を戴き有難うござ
いました。大変喜んでおりました。

卓

植田会員

■幹事報告

幹事

話

クラブアッセンブリー
「上期事業報告・下期事業計画について」
■クラブ運営委員会

久富 義郎 委員長

北野 克美

・次週１月２９日は例会休会です。ＭＵ受付を１２時より１
２時半まで行います。受付担当の方はよろしくお願いし
ます。

委

員

■会員増強小委員会

会

報

告
松川 雅典 委員長

２月１９日の濱中先生の公開卓話に新会員候補者をともな
っての出席を宜しくお願い申し上げます。会員のもとに候
補者の電話番号を記載したＦＡＸを送っていますので勧誘
をお願いします。
■親睦活動小委員会

田中 宏 委員長

２月５日の新年会を兼ねたカニ三昧を今日で〆切る。現時
点で２８名（うち女性１１名）会費１２，０００円を来月５日例
会時に集める事とします。

親睦小委員会・会報小委員会ともに、順調に計画を消
化していただいております。
親睦のほうはのちほど報告があると思いますので割愛しま
す。たくさんの行事行動がありますがそれを記録に残すた
めにも週報に掲載をお願いします。原稿、写真の提出をよ
ろしくお願いします。
■ＳＡＡ・ＩＭ実行委員会
花原 昭弘 委員長
1、 SAA
今年度も会長方針により、半期ごとに役割分担を決め、
全員参加で運営しています。
参加することにより、例会の流れが良く理解していただける
と思います。
今年は、食事前に全員で感謝を込めて「いただきます」を
唱和しています。
2、 IM 実行委員会
今まで 3 回実行委員会を開き、①開催日 平成 26 年 10
月 18 日（土）13 時～17 時
②会場 梅田グランフロントにある「コングレ コンベション
センター」③講師 竹田恒泰氏を予定しています。
これからそれぞれの委員会において、実施計画の検討を
お願いします。
■会員組織委員会

生尾 雅美 委員長

ことある毎に壇上よりロータリー歴の浅いメンバーにはロ
ータリアンとしての考え方やあるべき姿勢を伝えています。
あと半年このペースを続けます。

「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
■職業奉仕委員会

鋳方 貞了 委員長

■会員増強小委員会

松川 雅典 委員長

あと半年の間に２カ所の職場見学を致したいと思います。
一つは白雪又は白鶴に行き、清酒がどの様にして作られ
るのか、又試飲をしたいと思います。
もう一つは、大阪市環境事業局の舞洲工場に行き、大
阪のごみがどの様にして処理されているのかを見学したい
と思います。多くの方々の参加をお願い致します。
■新世代奉仕委員会

大石 博雄 委員長

新大阪ロータリークラブ（旧称北淀ロータリークラブ）は３３
名で発足しました。現在も３３名です。来年は３０周年を迎
えます。今年度中に３５名とし３０周年には是非４０名まで
持って行こうと思います。皆様お一人お一人が営業マンに
なってください。胸に手をあてて新大阪ロータリークラブの
会員にふさわしい人はいないか、もう一度瞑想してみてく
ださい。
本日は淀川クラブのアクターの方をお迎えしまして、発
表させて頂きます。
当クラブは伝統的に楽しさを追求するクラブです。若い
人と一緒になって楽しめるロータリーを進めていかなけれ
ばならないと思っています。その為には全員の力を合わせ
て若者を集めましょう。

※発表された方の中で写真が撮れていなかった方、お詫
び申し上げます。（会報委員会）

２月のバースデーロータリアン
■国際奉仕員会・災害復興プロジェクトチーム
中川 建司 委員長

２月２０日
２月２４日
２月２７日

田中会員
安井会員
片岡会員

１． 国際奉仕委員会
トルコ・サムソン県における水供給の支援について、地区
補助金の承認を受け、現在 RI 本部への申請中である。
RI からいくつかの質問事項が届いているが、これらに答え、
承認を受け事業実施に進んで行く予定。
２． 災害復興プロジェクト
今年度はまだ事業に着手できていないが、被災地のクラ
ブ等と連絡を取り新たな事業に取り組む予定。
「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
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

本日のメニュー

次週のプログラム

～洋食～
田舎風 パテ
蟹のビスク
第 1355 回例会／2014 年 2 月 12 日
フランスパンとロールパン
◆挨
寒冷の美味 ～ビーフシチューで笑顔～

拶
「リーホー 汝 好」（台湾語）

珈琲
◆ロータリーソング

「限りなき道ロータリー」

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

◆卓 話
・http://www.illust-hana.jp
他
☆素材通り☆他 災害復興プロジェクト

中川 建司 委員長
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
２

曜日

予定

時間他

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

５

水

９

日

歩こう会 「竹内街道を行く 第１回」

９：３０ 南海電車「堺東駅」集合

１２

水

第１３５５回 例会 災害復興プロジェクト 中川委員長

１３：３０～ 第４回ＩＭ実行委員会

１９

水

第１３５６回 例会 公開卓話「日本の水墨画」 濱中応彦先生 例会終了１４時

２１

金

２２

土

地区大会 第１日目 １４：００～開会式 １５：１０～合同研修会 ２日とも 於大阪国際会議場
第２日目 １３：００～本会議 １５：３０～特別講演

２３

日

第３５回健康家族の会「愛宕山雪景色ハイク＆柚子風呂」

８：３０阪急嵐山駅改札口集合

２６

水

第１３５７回 例会 「ＩＭ実行委員会からのお知らせ」花原委員長

１３：３０～絵画クラブレッスン

新年会「カニ三昧」 １９：００～ 於 かに道楽 梅田店

イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflowe 他
r・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 2013～14
他 ☆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

