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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．1359

http://www.shin-osakarc.jp

＊＊＊ 四つのテスト ＊＊＊

Date 2014.3.12

＊＊＊ 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
＜本日のプログラム＞
第 1359 回例会／2014 年 3 月 12 日
本日の挨拶
「アンニョンハシムニカ 안녕하십니까」
（韓国語）
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」
ロータリーソング 「友」

■ロータリー・ソング

SAA 三島会員

■来賓紹介

SAA 久富会員

水墨画家・建築家（元会員）
会 友

濱中 応彦 様
宮崎 信夫 様

SAA 安井会員
2013 年 3 月 5 日

会員数 33 名
出席率 87.88％
出席数 26 名
欠席数 4 名
第 1357 回例会（2/26）
メ－クアップ 2 名 修正出席率 93.94％
2/22 片岡会員
2/22 松川会員

話
「お彼岸の話」
山本 恵眞 会員

「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」

第 1358 回例会報告 （3 月 5 日）
SAA 安井会員

■出席者報告
第 1358 回例会

肩をくみ うたう友がいる
真実（まこと）をみつめ 語る友がいる
青い空のように 広がる世界の輪
それはロータリアン それはロータリアン
卓

■司会進行
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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
2014.3.5

■災害復興Ｐ義援金報告

３月５日

２，０００円

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
村木会員、村角会員、安井会員、山路会員
本日の合計
今年度累計

米

ボ

ッ

ク

ス

村木会員、村角会員、安井会員、山路会員

横山会長と３月が誕生月の中川会員、菅本会員

本日の合計
今年度累計

皆さんこんにちは
最近、気になる健康食品のテレビＣＭがありましたので、ご
紹介させていただきます。
女性（満島ひかり）が広大なサバンナに立ち、チーターに
問いかけながら歩くというインパクトある映像で、『チーター
は、肉しか食べないのに、どうして栄養バランスが偏らない
んだろう。』というナレーションとともに、『人間には、人間に
合った栄養バランスが必要です』という某栄養食品のＣＭ
を見られた方もいると思いますが、このＣＭの言うとおり、
本当にチーターは肉しか食べないのでしょうか。
違います。チーターやトラやライオンたちも、実はきちんと
必要なだけ植物を食べているのです。と言うと「エッ」と言う
人もいると思いますが。
彼らがどういうものを食べているか、よく考えてみてくださ
い。
例外なく、草食動物です。といえば、もうおわかりでしょう。
草食動物はその胃に、食べた植物をいっぱい詰め込んで
います。肉食動物は、肉と一緒にそれらの植物を食べてい
るわけです。
ある栄養学者がアフリカで肉食動物の食生活を観察したと
ころ、彼らはみな、草食動物を襲って殺すと、真っ先に腸
や胃をかき破り、中に詰まった消化しかかった草にくらい
ついていたそうです。
この自然界において、偏食しているのは、我々人間と、人
間に飼われた肥満のペットたちではないでしょうか、これか
らは、偏食を少しでもなくしバランスのとれた食生活にして
ゆきたいものです。

「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」

山

4,000 円
116,000 円

ニ コ ニ コ 箱

4,000 円
132,000 円

報

■SAA

告
吉田 会員

稲田会員
大石会員

月初。
濱中先生への御支援ありがとうござい
ます。墨の文化を皆で守りましょう。
川内会員令夫人
今後共主人を宜しくお願い致しま
す。
三島会員 ２月はカニに登山に色々お世話にな
りました。
村木会員 月初につき。
村角会員 もうすぐ春ですね。
山路会員 札幌行ってきます。
吉田会員 もうすぐ春ですね。

■幹事報告

幹事

北野 克美

・福家ガバナー、吉村地区大会実行委員長より先日の
地区大会のお礼状が届きました。
・日本ライトハウスより会報誌とチャリティコンサートの案
内が届いております。回覧します。
・１月号のロータリーの友を事務局が配布忘れをしており
ました。本日３月号と共に配布しております。遅くなりま
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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
した事、お詫び申し上げます。
・本日例会終了後、定例理事会を行います。理事の皆
様は談話室にご参集ください。

委

員

会

報

■親睦活動小委員会

告
田中 宏 委員長

ターナー展（レディスサロン）の中間報告、現時点で２１名
の参加、１２日に締切り、１９日の例会時に会費の集金予
定。歩こう会９日道明寺駅に集合し、当麻寺を目指す。

卓

支援事業を考えよう
→中川委員長・松本正委員：昨年度の事業として
カキ養殖業者の仕事小屋建設の支援後、経過を
見ている。追加支援ができることがあれば提案する。
ただ今検討中。

話

「私の提言」検討会
クラブ運営委員会
久富 義郎 委員長

４、 各会員の仕事の PR を掲載しよう
→会長：会員の卓話を増やすことでこの提案を生か
せる。
５、 奉仕活動の一つとして、手話の勉強会をしては
→谷口会員：台北中興ロータリーでは奥様方が手
話と歌で記念事業を盛り上げている。菅本会員：JC
でもやっていた。１回/月 例 会で実 行しましょう。
（菅本会員を中心にして企画しよう。遅くとも次年度
には始める）
６、 会報に会員のミニコラムを強制的につくり、１回は
載せる
→週報委員会が毎週会員を指名してコラムの原稿
を提出させる。
７、 週報は３―４回とし事務局の負担軽減をはかってほ
しい
→会報委員会の仕事であるので、事務局に丸投げ
しないことを再確認した。
８、 例会を「ナレッジサロン」として新しい「価値の創造
拠点の場」として開放してほしい
→毎回テーマを決めて１回/月、「ナレッジサロン」と
する。

＊以下は週報（No.1339：2013.9.25）に掲載されているも
のの要約です
これをもとに会員の御意見を伺いました。私の意見も含
めてまとめてみました。一つでも二つでも実行して、もっ
ともっと新大阪ロータリークラブを楽しいクラブにしていき
ましょう。
１、 各委員会の長は全委員の参加を求めて、新たな活
動を始めるように努めること
→親睦委員会が率先して会員を集めて活発に活
動されていますが、来季から委員長にその旨伝え、
より一層活発に活動をお願いします。
２、 新入会員も委員になってもらってもらおう
→この方針を継続しましょう

９、 会の雰囲気を若々しく生き生きとする①世界の挨
拶をしっかりする
→大きな声で唱和する。大石会員：何年もやってい
るが覚えていない。→受付に書いておいて、受付
以外には掲示しないようにしよう
②体操を新しく（もっと若向きに）
→久富：NHK の「ラジオ体操第一」を試してみよう
１０、 会報記事に「読み物」を。好きな本・事柄の紹介。
→コラム担当者を決めて内容はこのようなものにし
よう
１１、 例会中は「私語」は慎め！→みんなでお互いに気
をつけよう
１２、 選ばれた人たちで作るロータリークラブである。
自覚とプライドを持て。

３、 この２年間に集めた基金とその使途と残高を明確
にして、３０周年記念事業の一つとしての震災復興
「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
～洋食～
初鰹のサラダ 才色兼備

次週のプログラム
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他

サウザンビスク

他

牛ヒレステーキ ウエリントン(パイ包み焼き)
第 1360 回例会／2014 年 3 月 19 日
フランスパンとロールパン
◆挨

拶
「アンニョンハシムニカ 안녕하십니까」
（韓国語）
◆ロータリーソング 「友」

珈琲

◆卓

話
公開卓話（レディースサロン）
「ターナー展のみどころと歴史的背景」
イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower
大石 博雄 会員 他

重要なお知らせ

・http://www.illust-hana.jp 他
☆素材通り☆他

この度、クラブ事務局のメールアドレスを変更すること
になりました。

新メールアドレス：shin-osaka.rc@blue.plala.or.jp

例会終了１４時
その後神戸へ

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

新メールアドレスは既に開通しております。
尚、旧メールアドレス：shin-osaka.rc@m6.dion.ne.jp
は４月末日をもちまして閉鎖致しますので、お早めに
新アドレスへの変更登録をして下さい。
以上、お手数ですがよろしくお願い致します。

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
３

４

曜日

イ

予定

時間他

１２

水

第１３５９回 例会 メンバー卓話「お彼岸の話」 山本会員

１３：３０～ 第６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

１９

水

２２

土

２６

水

第１３６１回 例会

３０

日

第３６回健康家族の会「中山奥の院 桜ハイク」

９：００阪急中山駅集合

２

水

第１３６２回 例会

１３：３０～定例理事会

第１３６０回 例会 レディスサロン「ターナー展のみどころと歴史的背景」 講師：大石 博雄 会員
例会終了後ターナー展鑑賞（神戸市立博物館）＆夕食会

例会終了１４時、その後神戸へ

～２３（日）台北市中興ＲＣ創立２２周年記念式典、見学ツアー
（参加者はそれぞれの予定に応じて訪台３/２０～２４） 於台中
第８回クラブフォーラム 友好クラブ小委員会 谷口委員長

第９回クラブフォーラム 米山奨学小委員会 湯浅委員長

１３：３０～絵画クラブレッスン

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

・

風

・

