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■ 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
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■ 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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＊＊＊ 四つのテスト ＊＊＊

Date 2014.3.19

＊＊＊ 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
＜本日のプログラム＞
第 1360 回例会／2014 年 3 月 19 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」

第 1359 回例会報告 （3 月 12 日）
■司会進行

SAA 安井会員

■ロータリー・ソング

SAA 吉田会員

■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

ロータリーソング 「友」
■出席者報告
第 1359 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

話
公開卓話（レディースサロン）
「ターナー展鑑賞に寄せて」
大石 博雄 会員

「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」
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3/15
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SAA 安井会員
2013 年 3 月 12 日

会員数 33 名
出席率 75.76％
出席数 25 名
欠席数 8 名
第 1358 回例会（3/5）
メ－クアップ 4 名 修正出席率 90.91％
花原会員
松川会員
松本（圭）会員
植田会員

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
2014.3.12

大橋会員 マルチプルＰＨＦ+１ 認証おめでとうございます！

山本会員 第２回米山功労者 認証おめでとうございます！

皆さんこんにちは
昨日、３月１１日は、早いもので「東日本大震災」から丁度３
年目になりました。
内閣府からも、国民の皆様に（黙とうのお願い）という通達
がでていたのはご存知の方もいらっしゃると思います。
新大阪ＲＣとしましても、少し遅くなりましたが、「東日本大
新震災で、犠牲になられた方への追悼を願い、黙とうした
いと思いますので、よろしくお願いいたします。
黙とう（１分）
３年も経ちますと、東日本大震災についても少し薄れてき
ていると思いますので、少し思い出してみたいと思います。
地震発生は、2011 年（平成 23 年）3 月 11 日 14 時 46 分
18 秒、宮城県牡鹿半島の東南東沖 130 キロメートル、仙台
「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」

市の東方沖 70 キロメートルの太平洋の海底を震源とする
東日本大地震が発生した。地震の規模はモーメントマグニ
チュード (Mw) 9.0 で、発生時点において日本周辺におけ
る観測史上最大の地震である。震源は広大で、岩手県沖
から茨城県沖までの南北約 500 キロメートル、東西約 200
キロメートルのおよそ 10 万平方キロメートルという広範囲す
べてが震源域とされる。最大震度は宮城県栗原市で観測
された震度 7 で、宮城・福島・茨城・栃木の 4 県 36 市町村
と仙台市内の 1 区で震度 6 強を観測した。
この地震による被害は、場所によっては波高 10 メートル以
上、最大遡上高 40.1 メートルにも上る巨大な津波が発生し、
東北地方と関東地方の太平洋沿岸部に壊滅的な被害が
発生した。また、巨大津波以外にも、地震から約 1 時間後
に遡上高 14-15 メートルの津波に襲われた東京電力福島
第一原子力発電所は、全電源を喪失して原子炉を冷却で
きなくなるという事故が発生、それまで、自然にやさしいエ
ネルギーとして脚光を浴びていた原子力発電が一転して
自然災害へのもろさが露呈した。
2014 年（平成 26 年）3 月 10 日時点で、震災による死者・
行方不明者は 18,517 人、建築物の全壊・半壊は合わせて
40 万 0,151 戸[8]が公式に確認されている。
日本政府は震災による直接的な被害額を 16 兆円から 25
兆円と試算している。
世界銀行の推計では、自然災害による経済損失額として
は史上 1 位としている。
安部総理は、オリンピック誘致スピーチで、「福島の問題は、
すでにコントロール化にある」と全世界に発表し、今回 追
悼スピーチでも「復興は、着実に進んでいる」と述べられま
したが、私から見れば、２年前福島へ視察に行ったころか
ら、確かにがれきは、減りましたが、何ら変わっていないよ
うな気がします。皆さんの感想はいかがでしょう。
当クラブも、中川委員長はじめ、震災復興プロジェクト委員
会で、復興のお手伝いを検討中ですので、皆さんのご協
力をお願いして、少しでも、復興の助けになればよいと考
えております。
■災害復興Ｐ義援金報告
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３月１２日

２，０００円

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
北野会員、久富会員、松川会員、山本会員
本日の合計
今年度累計

4,000 円
120,000 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
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・本日の週報裏表紙に重要なお知らせとしまして、当ク
ラブ事務局のメールアドレス変更について掲載しており
ます。先日メールでもお送りしておりますが、４月末で
旧アドレスを閉鎖しますので、お早めに変更登録をお
願い致します。

ス

北野会員、久富会員、松川会員、山本会員
本日の合計
今年度累計

ニ コ ニ コ 箱

4,000 円
136,000 円

報

■SAA

委

花原会員

久富会員

松川会員
森田会員
山本会員

山路会員
吉田会員

ロータリーの仲間に父がお世話にな
り、ありがとうございます。
田中さん、先日は大変お世話になり
ました。先月妻にかわいい花をありが
とうございました。
竹の内街道完歩しました。次は琵琶
湖に挑戦かな。とりあえず、次月はす
き焼き求めて歩きます。
やっと暖かくなるかな？
妻の誕生日に美味しい野菜をありが
とう。
今日は卓話の機会を頂き、ありがとう
ございます。うまく伝えられるかどう
か。
札幌行ってきます。
もうすぐ春ですね。

幹事

報

告
田中 宏 委員長

１９日のレディースサロンの集金を例会時に行います。２１
名参加予定。入場料、夕食代含みます。
■ＩＭ実行委員会

花原 昭弘 委員長

今週末大阪東淀ちゃやまちＲＣ主幹のＩＭを全員で見学に
行きましょう！！本日例会終了後第６回実行委員会を開き
ます。

卓

話

「お彼岸の話」
山本 恵眞 会員

卓話の内容は、原稿を頂き次第掲載します。
（会報小委員会）

花原会員令夫人 花原久子様より

■幹事報告

会

■親睦活動小委員会

告
大橋 会員

北野会員

員

北野 克美

・１５日（土）はＩＭ第６組 インターシティミーティングです。
次年度の為にも多数の御参加をお願いします。パンフ
レットを再度必要な方にはコピーをお渡ししますので、
事務局までお申し出ください。
「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

第３５回 健康家族の会
愛宕山雪景色ハイク&柚子風呂
＝雪帽子 見おろす村に 柚子の湯気＝

阪急 嵐山駅に 8 時 30 分集合し、駅前のバス停より 8 時
50 分清滝行きに 7 名が乗車。清滝でバスを降り、すぐにス
パッツを着け、トイレを済ませて 9 時 30 分に出発。愛宕神
社までは、坂道が 50 丁あり、1 丁ごとにかわいいお地蔵さ
んが、赤い前掛けで参拝者をやさしく迎えてくれている様
でした。

30 分ほど登ると、道端には残雪が残っていました。30 丁目
休息所まで行くと、周囲は一面の雪景色に変わり、登山道
は凍っていて、全員アイゼンを着装しました。当日は、うす
曇りでしたが、時々うす日が差す天気でした。
かなりの登り坂が続き、ようやく 12 時に水尾の分れ小屋に
到着。外気は 0℃でした。
本来は、ここで神社組と水尾組に分れるつもりでしたが、
雪道に時間を取られ、頂上をあきらめ、全員、水尾に下る
事にしました。
「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」

おしることどら焼きで小休止の後、長く続く雪道を下りまし
た。田中さんと、三島夫人が元気で皆を引っ張りました。膝
が痛くなりながらも、ようやく 1 時に水尾に着きました。電車
で来た 3 人はすでに「やまじゅう」に着いていて、下山組 7
名は急いでゆず風呂に行きました。
4~5 人ぐらいは入れる木のお風呂で、湯船にはゆずがいっ
ぱいでした。戸を開けるとゆずの香りがあふれていて、ゆっ
くりと手足を伸ばすと、疲れもとれました。「やまじゅう」さん
は最近改装されたそうで、室も畳もきれいでした。
すでに鳥すきの用意もされており、全員ビールで乾杯。懸
命に歩いたのと、風呂上がりだったので、喉ごしのビール
は最高。鳥すきも、朝びきの鳥と肝もおいしく、玉子だけで
なく、柚子を入れた大根おろしで食べるのが、また絶品で
した。山盛りの鳥と野菜、ごはん、デザートもいただき、話も
はずみ満腹で皆ご機嫌でした。

4 時に、「やまじゅう」を後に 2 台の車で保津峡の駅まで送
っていただき、山陰線で京都駅に行き、東海道線に乗り換
え新大阪・大阪で解散しました。
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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
～和食～
お刺身盛り合わせ 鮪 あご(飛魚) 烏賊

次週のプログラム

r・

他

脂がのった 鰆の塩焼き

他

旬の炊き合わせ
第 1361 回例会／2014 年 3 月 26 日
彼岸の河豚唐揚げ
◆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」

花山葵のお浸し
春の土の香りを感じさせる一椀 “山菜汁”

◆卓

話

第８回クラブフォーラム
友好クラブ小委員会
イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower
他
谷口 光夫 委員長
・http://www.illust-hana.jp 他

重要なお知らせ

☆素材通り☆他
http://kanos-factory.com/joken.html 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。

他
・（C）ikoi・Miho´s house 他

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

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
３

４

曜日

イ

予定

時間他

第１３６０回 例会 レディスサロン「ターナー展鑑賞に寄せて」

講師：大石 博雄 会員
例会終了１４時、その後神戸へ

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

９

水

第１３６３回 例会 メンバー卓話 横田会員

１３：３０～第７回ＩＭ実行委員会

１６

水

第１３６４回 例会 周年事業特別委員会 吉田委員長

１３：３０～絵画クラブレッスン

例会終了後ターナー展鑑賞（神戸市立博物館）＆夕食会

～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
－6－

国際ロータリー会長 ロン Ｄ・バートン

http://kanos-factory.com/joken.html 他

・

風

・

