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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 2014.6.4

＊＊＊ 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 1370 回例会／2014 年 6 月 4 日
本日の挨拶
「サワッ（ト）ディークラッ（プ）
」
(タイ語)
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 「R-O-T-A-R-Y」
R-O-T-A-R-Y That spells Rotary,
R-O-T-A-R-Y Is known on land and sea,
From North to South, From East to West,
He profits most who serves the best,
R-O-T-A-R-Y That spells Rotary
卓
話
「会員増強に向けて 他奉仕団体を知ろう」
横山 洋一郎 会長

「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」
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第 1369 回例会報告 （5 月 28 日）
■司会進行

SAA 菅本会員

■ロータリー・ソング

SAA 田中会員

■来賓紹介

SAA 田中会員

本日の卓話ゲスト
会
会

友
友

■出席者報告
第 1369 回例会

ライフリバー代表
畑野 研太郎 先生
辻本 嘉助 様
松尾 寛 様
SAA 菅本会員
2014 年 5 月 28 日

会員数 34 名
出席率 79.41％
出席数 25 名
欠席数 7 名
第 1368 回例会（5/21）
メ－クアップ 1 名 修正出席率 85.29％
5/25 花原会員

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
2014.5.28

が広がるケースがみられた。
ＷＨＯは「このままではポリオ根絶は失敗に終わる」と
警告、国際社会が連携して問題に取り組むよう訴えた。
ポリオは口から感染するポリオウイルスが神経を侵し、
手 足 などがまひする病気で、乳 幼 児 がかかることが多
い・[共同]
■災害復興Ｐ義援金報告

５月２８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
本日は、ライフリバーの畑野研太郎先生にお越し頂いて
おります。後ほど畑野先生には、ライフリバーと新大阪Ｒ
Ｃとの関係についてお話を頂きたく願います。よろしくお
願いいたします。
会長挨拶ですが、前回お見せできなかった、国際ロー
タリー・ロン・バートン RI 会長から送られてきました、クラ
ブレベルでの会員増強に関するビデオメッセージをご紹
介させていただきます。
会員増強は、ポリオ撲滅活動に続くロータリーの最優
先事項となっています。本年度も残すところ１か月余りと
なりましたが、クラブでどのように会員増強を行っていけ
るかについて再度検討して行きたいと思っておりますの
で、皆様のご協力お願いして会長の挨拶に代えさせて
頂きます。

米

山

ボ

0円
150,000 円

ッ

ク

本日の合計
今年度累計

ニ コ ニ コ 箱
■SAA

ス

0円
164,000 円

報

告
森田 会員

遠藤会員 前回欠席のお詫び。
追伸 「ロータリーのポリオ撲滅活動について」地区から
の連絡
大石会員 健康家族の会、欠席のお詫び。
【日本経済新聞】2014 年 5 月 6 日
谷口会員 山田ガバナー補佐をお迎えして。
～ポリオ感染者が拡大 WHO、緊急事態宣言(パキス
花原会員 六甲―有馬縦走、疲れました！！
タンなど 10 カ国で)～
安井会員 明日からロータリー世界大会出席の
世界保健機構（WHO）は 5 日、パキスタンやシリアなど
為、妻と一緒にシドニーへ行ってきま
10 カ国でポリオ（小児まひ）の感染者が拡大傾向にあり、
す。来週の木曜に帰国しますので次
国境を越えて広がるケースも出ているとして「国際的に
回例会は欠席します。
懸念される公衆衛生上の緊急事態」を宣言、各国に予
防接種の徹底など警戒を呼び掛けた。
ＷＨＯが公衆衛生上の緊急事態を宣言したのは、豚イ
■幹事報告
幹事 北野 克美
ンフルエンザの大量感染があった 2009 年 4 月以来。
ＷＨＯによると、2013 年のポリオ感染者は世界で 417
人。今年は既に 74 人が感染し、うち多くがパキスタンで ・日本ロータリー親睦ゴルフ 第２４回北海道大会のお
知らせが届きました。回覧しますので、参加ご希望の方
の感染という。
は事務局までお申し出ください。
今年に入り、パキスタンからアフガニスタン、シリアから
イラク、カメルーンから赤道ギニアに国境を越えて感染
「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
・大阪北 RC より例会休会のお知らせが届いております。

卓

・向井強元会員より、「修羅 写真展」の案内が届きまし
た。ご都合のつく方は観覧にお出かけください。

話

ライフ・リバー報告
―― 20 周年の年を迎えて
畑野 研太郎 先生

委

員

会

報

■親睦活動小委員会

告
田中 宏 委員長

６月１４日のチャリティーゴルフの出欠回覧への記入をお
願い。
６月１９日の会長・幹事慰労会のお知らせ。
７月１日の淀輪会の受付中なので多数の出席をお願いし
た。

★６月のバースデーロータリアン

６月２０日
６月２３日
６月２６日

岡田会友
大石会員
川内会員

「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」

ライフ・リバーの働きを始めてから、今年の秋で 20 周年を
迎えようとしております。すでに 20 年もの間、ライフ・リバー
が皆様にささえられてきたことを、本当に感謝をもって、ま
た、驚きの思いをもってご報告させていただきます。
この間、途上国の貧しい困難な生活の中で、病気と闘っ
ている多くの人々と共に生きてくださっていることを、そして、
常に変わらずご支援いただいてきたことを、心から感謝い
たします。
すでにご存じのとおり、私は日本キリスト教海外医療協力
会から派遣されて、バングラデシュの田舎でハンセン病の
医者として 10 年間働かせていただきました。新大阪ＲＣの
皆様からは、その当時からご支援を賜りました。ですから、
20 年以上のお付き合いとなりました。
そもそもライフ・リバーの発足は、バングラデシュ派遣の
第 3 期にあります。この期には、チャンドラゴナの一般病院
を含めて、私が最もシニアの外科医となりました。その結果、
同じ敷地内にある一般病院の若い医師から、困難な患者
さんについてコンサルテーションを受けることになって、一
般病院の治療のお手伝いもするようになっておりました。
その一般病院の患者さんの中に、とても貧しい患者さんが
含まれており、その方々との出会いを通じて何かお手伝い
をしたいという思いから、「共に歩む会」の皆様方からお預
かりしていた自由資金を用いて（この中には貴ＲＣからのご
寄付も含まれておりました）、これらの患者さんの治療費の
補助をすることを開始いたしました。
最初にこの小さな事業を始めるきっかけとなった方の物
語は以下のようでした。
「先生、僕にはもう売る事のできるものも、お金を借りるあ
ても全く無くなりました。これからいったいどうしたらよいん
でしょうか。」 そう言って私の前で泣き出した青年は、数年
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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
前に都市の病院で行われた足の骨折の治療が充分でなく、 どうかこれからも、ライフ・リバーとともに、開発途上国の
足の中に腐骨（腐った骨の断片）が残ってしまっていた患 貧しく小さくされている人々と共に歩んでくださいますよう
者さんでした。その為に、数年にわたり何回も足の炎症と にお願い申し上げます。本当にありがとうございます。
排膿を繰り返してきたのです。すでに足が変形をきたして
しまっていたので、ハンセン病と間違われて私に送られて
来たのです。しかしハンセン病ではないので、一般病院の
方に入ってもらっていました。すでに２度の手術で腐骨は
取り除き、大きな潰瘍の処置もすんでいました。あとは前の
手術の炎症が治まった後で、治らないで偽関節を作って
いる部分に骨移植を行うつもりでした。まだまだ治療の半
ばでありました。そして、一般病院で入院を続ける為には、
自分で入院費や治療代を払わなくてはなりません。
確かにそう言えば、彼の腕時計も、首にかけた金の鎖も、
最近見えなくなっていました。今までの入院と手術の費用
を捻出する為に、全部売ってしまったのだと言う事でした。
借金も、できるところからはもう借りつくしたと言うのです。こ
の数年、足が悪かった為に仕事も十分できず、もともとた
恒例のライフリバーへの寄附金贈呈が行われました。
いした貯えはなかったと思われました。「お金の事は心配
しなくても良いから、ちゃんと治す事に専念しよう」。そう言
わずにはおれませんでした。
このように始めたことでしたが、私の任務も終わり、帰国
するにあたって、このように同じ困難をもつ人々をどう支援
していけば良いだろうか。帰国の一年ほど前からあれこれ
考えて、帰国前にはその病院の院長と契約を取り交わし、
貧しい患者さんの治療をこの病院で継続してほしいこと、
治療費の足りない分は病院からの報告を受けて日本から
支援することを決めて、日本に帰りライフ・リバーを立ち上
げたのでした。その後チャンドラゴナ・キリスト教病院だけ
ではなく、ＪＯＣＳから看護師と理学療法士を派遣している
マイメンシンの身体障がいをもつ方のプロジェクト、知的障
害を持つ方々と共に生きる「ラルシュ・マイメンシン」にも援
助をさせていただくことになりました。
2013 年には、チャンドラゴナ病院（ＣＨＣ）外来 2082 人、
入院 389 人、マイメンシンの身体障がいのプロジェクト（Ｃ
ＣＨ） 79 人＋α、ラルシュ・マイメンシン 44 人＋α、の
方々を支援できました。日本円にいたしますと、ＣＨＣに
3,091,460 円 ＣＣＨに 907,608 円、ラルシュ・マイメンシン
に 400,000 円 と 住 居 を 入 手 す る た め の 援 助 と し て
5,335,000 円を送金することができました。この住居の入手
については、現地からのお礼のメールをコピーとして配ら
せていただきましたが、皆様のおかげでこの奇跡のような
出来事が可能となりましたことを、心からお礼申し上げま
す。
ライフ・リバーの夢は、１）現地の人々と共同作業として、
貧しい人たちのために働くこと。２）現地の人々の自立を高
めるように作用する援助形態を確立すること。３）貧しい
松尾会友がリーダーを務める健康家族の会の告知
人々が健康に生活することを追及すること。特に家族が病
「夏山登山 霊峰加賀白山」７月１７日(木)～２０日(日)
気になったために一家の生活が破壊されるようなことが起
こらないようにすること。４）寄付をしてくださる人々に情報
が直結する方法を探ること。５）みんなで生きる世界をつく
ること。です。
「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

２０１４～１５年度 SAA より
２０１４～１５年度 SAA 三島 和雄

2014～15 年度前期例会ご担当について

日頃は、当クラブの運営に際し、御尽力頂きまして、有難うございます。
さて、次年度も全員による例会運営を行いたく、皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。
下記担当表は、2014 年前期分（7 月～12 月）です。後期分につきましては、12 月に再度お知らせいた
します。出来れば 12 時前よりお願いします。

記
2014 年 7 月～12 月

例会担当表

受付担当(体操・唱歌、来客、ニコニコ)
月

司会
順不同

7

三島

大橋

安井

吉田

8

村木

松本(正)

横田

中川

9

片岡

横山

山本

山路

10

植田

松本(圭)

北野

湯浅

11

吉田

鋳方

松川

森田

12

湯浅

村木

谷口

田中

注：受付担当 3 名の役割は相談のうえ決めて下さい

以上

「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～
黒ごま豆腐に生海胆
お刺身盛り合わせ

次週のプログラム

鮪/鯛/烏賊

すずきの塩麹焼き
第 1371 回例会／2014 年 6 月 11 日

きびなごのオリーヴオイル漬け

◆挨 拶
「サワッ（ト）ディークラッ（プ）

牛ロース肉の網焼き 青唐がらしと焼ねぎの香り

」
（タイ語）

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

ご飯 香物

r・Miho´s house 他花通信他

味噌汁

◆国歌斉唱
「君が代」
◆ロータリーソング 「R-O-T-A-R-Y」

他 他 ☆素材通り☆他

デザート 牛乳プリンにフルーツを添えて
http://kanos-factory.com/joken.html 他

◆卓

他

話

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

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

風と樹と空とフリー素材 http://kaze-sora.com/他

・http://www.illust-hana.jp 他

テーブル討論会
「創立３０周年に向けて」
☆素材通り☆他

・ [素材大好き.com]http://www.sozaidaisuki.com 他

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

次週６月１１日は
１００万ドルミールです。
皆様ご協力をお願い致します。

＊＊＊ 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
６

曜日

予定

時間他

４

水

第１３７０回 例会

１１

水

第１３７１回 例会 テーブル討論会「３０周年に向けて」

１３：３０～第９回ＩＭ実行委員会

１４

土

チャリティゴルフ

１０：１６スタート

１８

水

第１３７２回 例会 臨時総会・新旧各委員会引継ぎ

１３：３０～絵画クラブレッスン

１９

木

２０１３年度 会長・幹事慰労会

時間未定

２５

水

第１３７３回 例会 「一年を振り返って」 横山会長・北野幹事

２９

日

第３９回健康家族の会「布引の滝―摩耶山」

「会員増強に向けて 他奉仕団体を知ろう」 横山会長

於 美奈木ゴルフ倶楽部
於 ワシントンホテル宴会場

１３：３０～定例理事会

９：００阪急三宮駅西口集合
イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower/他
・☆素材通り☆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 年度 国際ロータリー会長 ロン Ｄ・バートン
・ｈttp://kisetu.chu.jp/他 Miho´s house 他花通信他
他 他

