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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 2014.2.19

＊＊＊ 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 12 日）

＜本日のプログラム＞
第 1356 回例会／2014 年 2 月 19 日
本日の挨拶
「リーホー 汝 好」 （台湾語）
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」

■司会進行

SAA 村角会員

■ロータリー・ソング

SAA 久富会員

■来賓紹介

SAA 久富会員

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」

■出席者報告
第 1355 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
卓

会員数 33 名
出席数 28 名

SAA 村角会員
2013 年 2 月 12 日
出席率 90.91％
欠席数 3 名

第 1354 回例会（2/5）
メ－クアップ 0 名 修正出席率 93.94

話
公開卓話
「日本の水墨画」
濱中 応彦 先生

「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
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
2014.2.12

■災害復興Ｐ義援金報告

２月１２日

１，０００円

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ

本日の合計
今年度累計

米

山

ボ

本日の合計
今年度累計

2,000 円
107,000 円

ッ

ク

ス

2,000 円
123,000 円

ニ コ ニ コ 箱
報
告
先週から、ロシア・ソチで冬季オリンピックが、始まりました。
皆さんの中にも寝不足になっている方もいるのではないで
■SAA
久富 会員
しょうか。
私も毎日眠い目をこすって日本選手団を応援しておりま
田中会員 吉田様、かに道楽で随分時間オーバ
す。
ーしてしまいました。御手配ありがとう
期待されていた日本選手
ございました。
・スピードスケート男子 500m 加藤が 5 位、長島は 6 位
花原会員 楽しいかに懇親会ありがとうございま
・ジャンプ女子ノーマルヒルで、金メダルが期待された高
した！！田中委員長・吉田さん大変
梨沙羅選手(17)は、4 位
お世話になりました！！
・スノーボード男子ハーフパイプは、15 歳の平野歩夢選
安井会員 トルコ、コサカ村のグローバル補助金
手が、冬のオリンピックでは、日本人史上最年少の銀メダ
プロジェクトが米国ロータリー財団より
ル、また、平岡 卓選手(18)が銅メダル
正式承認されました。これで、創立３
０周年プロジェクトに向け、計画が大
フリースタイルスキー・モーグル女子の決勝が 2 月 8 日（日
きく前進します。
本時間 9 日未明）が行われ、上村愛子選手（34）がメダル
横山会長 新年会、おつかれさまでした。
を逃して 4 位となり残念でしたが、私の目から見ますと、上
吉田会員 立春がすぎるともうすぐ春ですね♡ル
位に入った選手より演技内容は良かったと思うのですがど
ンルン。
うでしたか。終わった後の解説によると、上村選手の得意
のガービーングターンというのが、一昔前のターン方法で、
幹事 北野 克美
直線的でアグレッシブな滑りですが、今はやりのターン方 ■幹事報告
法と比べ上半身の上下動があるため得点が伸びないそう
です。それをわかっていても、自分の得意技を極め１０代 ・２月２１日（金）、２２日（土）はＲＩ第２６６０地区 地区大
会が大阪国際会議場にて開催されます。以前皆様に
の選手たちと同等に渡り合っている上村選手は素晴らしい
記入して頂きました出席登録表を回覧しますので、今
と感じました。本人も今回は４位だったが、今までと違って
一度ご確認頂き、ご出席をよろしくお願い致します。出
すがすがしいとインタビューに答えられていました。
席される方には本日メールボックスに名札を入れており
ます。当日忘れずにご持参下さい。又、欠席の予定の
私の会長任期も後５カ月ですが、新大阪ＲＣ独自のカラー
方で、出席が可能になられた方は、事務局までお申し
を出せたるよう努力してまいりますのでよろしくお願いいた
出いただければ名札をお渡しできます。出来るだけ多
します。
数の参加をお願いします。それから、本会議の「櫻井よ
「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
しこ 特別講演会」にご家族が出席される場合は、入場
証が必要です。必ず事務局にお申し出をお願いします。 Anne Marie Giangiulio
Regional Grants Officer
１９日（水）まで対応致します。
The Rotary Foundation

・先週行われました定例理事会の議事録をメールボック
スに配布しておきました。ご確認下さい。

847-866-3303

・クマヒラ製作所より「抜萃のつづり」が届きました。お持
ち帰りください。

②次年度地区補助金（ＤＧ）利用のお願い
社会奉仕委員会活動の資金として地区補助金（ＤＧ）の
利用のお願いします。
受付期間 Ｈ26.4/1～5/31 申し込み順 地区の予算額
に達成次第終了
プロジェクト規模 40 万以上~120 万円まで、半額を地区が
ＤＧにて負担

・本日は１００万ドルミールでした。ご協力ありがとうござい
ました。

委

員

会

■親睦活動小委員会

報

■ＩＭ実行委員会

告
田中 宏 委員長

レディースサロンの出欠について、回覧を廻している。記
入のお願いをする。前売り券を手配するので早めの記入
をお願いした。
■ロータリー財団小委員会

annemarie.giangiulio@rotary.org

安井 一男 委員長

①クラブ創立 30 周年記念事業「トルコサムスンＲＣとのコサ
カ村飲料水供給共同プロジェクト」が、国際ロータリー財団
より正式に承認されました。US$57,000 です
以下、財団よりの承認メールです（一部抜粋）
Dear Rotarians:
Congratulations! Your global grant application for funding
to provide clean water to Kosaca Village, submitted by D
2430 and D2660, has been approved by The Rotary
Foundation. The award is in the amount of 57,000 USD

本日例会終了後、第４回実行委員会を開催致します。
■友好クラブ小委員会

「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」

谷口 光夫 委員長

下記の通り、台北市中興ＲＣの周年記念大会に参加した
いと思っています。
日付：２０１４年３月２２日（土)、２３日（日）
場所：詳細未定（台中方面）
訪問日程：３月２１日（金・祝）～３月２３日（日）
ツアー料金・行程は後日お知らせします。
日程変更等オプションは自由に設定可能です。

卓

トルコサムスンＲＣのオクトゲン会長よりの、新大阪ＲＣへの
お礼のメールとトルコへの招待のメッセージです
Dear Rotarians ;
President Y. Yokoyama ,
As you see in following e-mail ; our application is
accepted.
We are grateful to you for your efforts.
We are going to need your valuable thoughts to continue
the next steps.
We would like to invite you to the day which we provide
the water to the houses of villagers.We hope to finish in
May.
Thank you for your all efforts and kind attention.
With Best Regards
Ismail Okutgen
Samsun Rotary Club
President 2013-14

花原 昭弘 委員長

話

災害復興プロジェクト
中川 建司 委員長

卓話内容は綴じこみのパワーポイント資料をご覧ください。
（会報委員会）
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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
～和食～
お刺身盛り合せ 鰆の焼霜造り・甘海老・紋甲烏賊

★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！

鯛の塩糀焼き

イ

ＭＥＭＯ

r・

白菜の煮びたし

他

春の炊き合わせ (春蛸 鳴門若布 絹さや 筍)
黒豚バラ肉のしゃぶしゃぶ 胡麻ドレッシング
ご飯 香物 味噌汁
デザート クレーム・ダンジュー

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

次週のプログラム

・http://www.illust-hana.jp 他
☆素材通り☆他

http://kanos-factory.com/joken.html 他

＊＊＊ エンブレムの囁き ＊＊＊

他

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。

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

第 1357 回例会／2014 年 2 月 26 日

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

◆挨

拶
「リーホー 汝 好」（台湾語）

◆ロータリーソング
◆卓

予定表

月

日
２

３

曜日

「限りなき道ロータリー」

話
「ＩＭ実行委員会からのお知らせ」
花原 昭弘 委員長

予定

時間他

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 「私の提言」検討会 久富クラブ運営委員長 １３：３０～ 定例理事会

１２

水

第１３５９回 例会 メンバー卓話 山本会員

１３：３０～ 第５回ＩＭ実行委員会

１５

土

ＲＩ第２６６０地区ＩＭ第６組インターシティミーティング

１３：００～１７：００於Ｈ阪急インターＮ

イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflowe・ｈttp://kisetu.chu.jp/他
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」

2013～14 年度
他 他 ☆素材通り☆他
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国際ロータリー会長 ロン Ｄ・バートン

http://kanos-factory.com/joken.html 他

他

・

風

・

