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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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http://www.shin-osakarc.jp

＊＊＊ 四つのテスト ＊＊＊

Date 2014.2.12

＊＊＊ 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 1354 回例会報告 （2 月 5 日）

＜本日のプログラム＞
第 1355 回例会／2014 年 2 月 12 日
本日の挨拶
「リーホー 汝 好」 （台湾語）
標
語
「Engage Rotary Change Lives」

■司会進行

「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 「限りなき道ロータリー」

卓

SAA 松本（正）会員

■来賓紹介

SAA 松本（正）会員

大阪ＲＣ

会員数 33 名
出席数 30 名

1/11
1/17
1/17
2/05

話
災害復興プロジェクト
中川 建司 委員長

「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」

■ロータリー・ソング

■出席者報告
第 1354 回例会

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

－1－

SAA 村木会員

樋口 信治 様

SAA 村木会員
2013 年 2 月 5 日
出席率 93.94％
欠席数 2 名

第 1353 回例会（1/22）
メ－クアップ 5 名 修正出席率 93.94
吉田会員
2/5 山根会員
谷口会員
山本会員
三島会員

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
2014.2.5

究極の条件下だと、人の心は少しの事（言葉）で変わ
るものだそうです。
これは皆さんの大好きなゴルフでも応用できるそうで
す。
コースマネージメントをしっかりしてプレーしている人と、
バンカーや池あるので、入れたくないからあの辺にいっ
てくれたらいいなと思ってプレーしている人では、打つ前
にすでに、自分の体の細胞が、「ご主人様今度はどのバ
ンカー・池に入れましょうか」モードになっているので入る
確率が格段にあがるそうです。
余談な話となりましたが、私も、人の心を少しでも動か
せるような人になりたいと思いますし、皆様の何かのご参
考になれば幸いです。

皆さんこんにちは
今年度も半分が終わり会長挨拶も２5 回させていただ
きました、次年度会長はお話が上手いので、問題ないか
と思いますが、私など、そろそろネタ切れとなってまいりま
した。
本日、何をお話ししようかと考えておりましたら、以前
にある講演会で聞いた話を少しさせて頂きます。
皆さんの中にＰｅｐ Ｔａｌｋ（ペップトーク）という言葉を
聞かれたことのある方はいらっしゃるでしょうか？
とは、スポーツ物の映画などでよく見かけると思うの
ですが、試合の直前に控室で監督がこれから試合に臨
む選手たちに行う「短い激励のメッセージ」のことで、
「短くて・わかりやすく・肯定的な・魂を揺さぶる」言葉
かけだそうです。
ここで、ある映画で使われた有名な「Pep Talk」の一
部をご紹介させていただきます。意味は同じですが二通
りの言い方をご紹介させていただきます。
Ａ
10 回対戦すれば、９回は負ける
だか、今日は違う
今日はお前たちの日だ
ひねりつぶしてこい

横山会長と２月が誕生月の片岡・安井・田中各会員

■災害復興Ｐ義援金報告

米

A（字幕スーパー）自分たちが負けてロッカールームを、
肩を落として帰る姿を連想させる
B（日本語吹替え）試合直後の相手が勝って雄叫びを
あげ、悔しさがこみ上げている姿を連想させる
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７，０００円

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ

本日の合計
今年度累計

Ｂ
10 回対戦すれば、９回は相手が勝つだろう
だか、今日は違う
今日はお前たちの日だ
ひねりつぶしてこい

「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」

２月５日

山

ボ

本日の合計
今年度累計

9,000 円
105,000 円

ッ

ク

ス

8,000 円
121,000 円

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

更のお知らせが、又守口イブニングＲＣより例会変更の
お知らせが届きました。回覧しますのでご確認下さい。

告
久富 会員

鋳方会員

寒暖の差がはげしいですね！体調
に気をつけて元気に過ごしましょう。
北野会員 妻の誕生日に美しい花をありがとう。
久富会員 冷たい冬に逆もどり。インフル、ノロも
流行してます。体調管理に気をつけ
ましょう。
松川会員 又寒くなりました。風邪をひかないよう
に。
松本（正）会員 久富先生、先だっては倅がお世
話になりました。検査の結果、単に寝
るのが好きということが判明しました。
三島会員 前回欠席のお詫び。
村木会員 月初につき。
村角会員 かに道楽の料理楽しみです。田中さ
んお世話ご苦労様です。
安井会員 非常事態宣言の中、バンコクに行っ
て来ました。
山路会員 恵方巻にそばずしを食べました。これ
で永生きします。
山本会員 恙無く一ヶ月が過ぎました。

・ＲＩ２６６０地区 第１組のインターシティミーティングが４
月１２日（土）に箕面観光ホテルにおきまして開催され
ます。第１組以外の会員にも広く参加を呼び掛けられ
ておりますので、案内をご覧ください。参加ご希望の方
は事務局までお申し出ください。
・本日メールボックスに２月の予定表を入れております。
昨日メール送信したものは地区の予定が一部抜けて
おりますので、本日再送します。お手数ですが、昨日
送信のものは破棄して下さい。
・次週は１００万ドルミールです。御協力をお願い致しま
す。
・本日例会終了後、定例理事会を行います。理事の皆
様はよろしくお願い致します。

委

員

■クラブ運営委員会

会

報

告

久富 義郎 委員長

北野会員令夫人 北野まゆ美様より

■幹事報告

幹事

北野 克美

・地区より２０１４年国際大会「日本人親善朝食会」の案
内が届きました。国際大会に参加される方はご検討い
ただき申し込みをお願い致します。回覧します。
次年度ロータリー手帳の購入予約をされる方は、申込書
に記入して下さい。回覧します。

まずお詫びです。会報委員会が企画してくれた「私の提
言」、これを週報（No1339.
2013.9.25）に掲載してくれています。私これを見逃してい
て、内容の検討をしておりません。今日理事会にかけて、
ひとつでも２つでも実行に移せたらと思います。お詫びと
御報告をしておきます。誠に申し訳ありませんでした。
■友好クラブ小委員会

谷口 光夫 委員長

３月２１日（金）～２３日（日）まで、台北中興ＲＣの創立記念
大会が開催されます。メンバー、家族とも奮って参加した
いと、考えています。詳細は次週、回覧します。

・大阪帝塚山ＲＣよりメールアドレス、ホーページＵＲＬ変
「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
■ＳＡＡ

花原 昭弘 主ＳＡＡ

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

本日メールボックスに前期６か月のニコニコ箱の集計表を
入れています。下位の方は後半上位に来られる様にご協
力お願いします。
■ロータリー財団小委員会

安井 一男 委員長

Ｒ財団の寄付金控除の為の証明書をメールボックスに入
れております。確定申告にご利用願います。
■親睦活動小委員会
田中 宏 委員長
歩こう会、健康家族の会の案内。本日ＰＭ７：００より新年会
を兼ねたカニ三昧をお知らせ。３月１９日のレディースサロ
ンのお知らせ。出欠は次回例会時に聞きます。
■米山奨学小委員会

湯浅 隆之 委員長

本日メールボックスに投函しています米山奨学会寄附金
の領収証は確定申告の際に所得から控除できますのでご
利用下さい。

「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」

昨年の 8 月 10 日(土)、薬業年金会館において、国際ロ－
タリ－第 2660 地区の２０１３－２０１４年度の第 1 回クラブ社
会奉仕委員長会議が開催されましたので、行って参りまし
た。
本日は、そのときの会議でお聞きしたことを発表させて頂
きます。
だいぶと古い話ですので、本日の発表に適していると思わ
れませんが、ご容赦下さい。
次の４件についての発表が有りましたので、その概要を報
告させて頂きます。
①血液事業の現状と今後の献血活動の取り組み
大阪府赤十字血液センタ－ 推進課推進一係長 田中
晃 氏
・若年層献血者が激減していること→大阪府においては、
10 代から 20 代の献血者は平成 9 年度 206,938 人だった
のが、平成 24 年度 85,063 人と半数以上に激減しているこ
との報告
・年齢別の輸血状況→50 歳以上の患者が 84.8％を占め
ている
・疾病別輸血状況→外科系疾患は、僅か 3.5％で、大半が
内科系疾患に 輸血されている
②大和川の水質改善の取り組みについて
国土交通省近畿地方整備局大和川河川事務所
河川環境課長 井上 貴嗣 氏
・以前｢日本で一番汚染されている川｣と言われていた大
和川水質改善についての報告
(昔の大和川－昭和 38 年頃の柏原堰堤下流で子供たち
が水泳している写真)→(流域人口の増加－昭和 30 年代と
現在の柏原市付近の航空写真で家屋が激増している様
子)→(人口の増加と共に水質が悪化している状況の写真)
→(水質改善のため下水道事業、浄化施設設置事業、発
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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
生源対策、住民協働による水質改善、住民意識の変化→
平成 24 年 10 月 31 日には、アユを確認するまでに水質が
改善)
③薬物乱用防止について
大阪府健康医療部薬務課麻薬毒劇物グル－プ
総括主査 藤川 博之 氏
・大阪府における薬物乱用防止にについて
薬物乱用の状況、覚醒剤及び大麻事犯の年齢別検挙
者の推移の説明と大阪府の薬物乱用撲滅のための取り組
みについての報告、撲滅のための募金活動の支援要請
④地区補助金の申請と管理について
補助金小委員会委員長 宮里 唯子 氏
社会奉仕活動の資金源として、地区補助金が使いやす
くなったこと、補助金の額が増額されていること、について
次の要領で詳しく解説された
・社会奉仕活動の資金源
・社会奉仕活動と財団の補助金
・地区補助金の特色
・２年周期モデル
・地区補助金申請要項
・地区と財団の要件
・同額補助
・寄付実績に基づく配分
・地区補助金申請スケジュ－ル
・授与と受諾の要件(財団)
・補助金申請手続きハンドブック(地区)
・クラブの覚書(ＭＯＵ)＝補助金管理
・２０１２－１３地区補助金申請実績と今年度

★２０１４～１５

ＲＩテーマが発表されました！

「ロータリーに輝きを」
'LIGHT UP ROTARY'

★２月２１日（金）～２２日（土）は地区大会です。
本会議には多数のご出席をお願い致します！

ＭＥＭＯ

★本日のビジター

大阪ＲＣ 樋口 信治 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

次週のプログラム

～１００万ドルミール～

第 1356 回例会／2014 年 2 月 19 日
◆挨

拶
「リーホー 汝 好」（台湾語）

◆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
・http://www.illust-hana.jp 他

◆卓 話
☆素材通り☆他
公開卓話
http://kanos-factory.com/joken.html
他
「日本の水墨画」
・（C）ikoi・Miho´s house 他 濱中 応彦 先生
他

（例会終了１４時）
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

３

曜日

予定

時間他

１２

水

第１３５５回 例会 災害復興プロジェクト 中川委員長

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

５

水

第１３５８回 例会 卓話未定

１３：３０～ 定例理事会

１２

水

第１３５９回 例会 周年事業特別委員会

１５

土

ＲＩ第２６６０地区ＩＭ第６組インターシティミーティング

１３：３０～ 第４回ＩＭ実行委員会

吉田委員長

１３：３０～ 第５回ＩＭ実行委員会
１３：００～１７：００於Ｈ阪急インターＮ

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」

－6－

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

