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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@blue.plala.or.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 2014.6.18

＊＊＊ 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 1372 回例会／2014 年 6 月 18 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」
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
・臨時総会
・新旧各委員会引継ぎ

「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」

－1－

第 1371 回例会報告 （6 月 11 日）
■司会進行

SAA 山路会員

■ロータリー・ソング

SAA 横田会員

■来賓紹介

SAA 横田会員

会

宮崎 信夫 様

友

■出席者報告
第 1371 回例会

SAA 山路会員
2014 年 6 月 11 日

会員数 34 名
出席率 85.29％
出席数 27 名
欠席数 5 名
第 1370 回例会（6/4）
メ－クアップ 3 名 修正出席率 91.18％
5/25 松川会員
6/01 安井会員
6/14 村木会員

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
2014.6.11

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ

今月 6 月は、「ロータリー親睦活動月間」です。
親睦活動といえば、クラブ内のメンバー間の親睦をはか
ることが、中心の活動になっていると思いますが、RI には、
「ロータリー親睦活動要覧」というものがあり、ロータリー
親睦活動は、共通の職業や関心を持つロータリアンとそ
の配偶者、そしてローターアクターから成る国際的なグ
ループで、各グループによって独自に運営されています。
その会員はロータリー親睦活動を通じて楽しみを分かち
合い。国境を越えた親睦を深め、一層充実したロータリ
ーの経験を味わうことが出来ます。と記載されています。
また、親睦グループは結成にあたり、RI の方針に従った
上で RI 理事会による審査を受けて公式認定を受ける必
要もあります。そしてロータリー親睦活動は国際奉仕部
門の活動として位置付けられています。
要覧の内容は、少しわかりづらいですが、我がクラブで
も、ロータリアンとその配偶者は、ロータリー親睦活動を
通じて楽しみを分かち合いという意味では、年間を通し
て、親睦活動を行っておりますし、国境を越えた親睦で
は、台北中興 RC との親睦も、RI の認定を受けての親睦
活動を行っていることを考えれば、「ロータリー親睦活動
要覧」にそった活動をしているのではないでしょうか。
これからは、国内では、福島中央 RC はじめ、他ロータ
リークラブとの交流（メークアップ）、海外では、トルコ・サ
ムスン RC との交流を深めてゆけば、もっと充実した、親
睦活動になるのではないでしょうか。

本日の合計
今年度累計
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0円
156,000 円
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山本会員
本日の合計
今年度累計

ニ コ ニ コ 箱

1,000 円
170,000 円

報

■SAA
中川会員
松川会員

山本会員

■幹事報告

告
片岡 会員

今日は久しぶりに間に合いました。
母校福岡修猷館高校が東福岡高校
を破り、ラグビー県大会で優勝しまし
た。
前回欠席のお詫び。

幹事

北野 克美

・大阪東淀ちゃやまちＲＣより、３月に開催されました第６
組インターシティミーティングの報告書が届きました。メ
ールボックスへ入れておきましたので、次年度のさんこ
うのためにもよく読んでおいてください
・先週行われました定例理事会の議事録も配布しておき
ました。ご確認下さい。
・箕面千里中央ＲＣよりビジターフィー変更のお知らせが、
又大阪北ＲＣより例会時間変更のお知らせが届いてお
ります。回覧します。
■災害復興Ｐ義援金報告

６月１１日

３，０００円

「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」

・ライフリバーの畑野 研太郎先生より、先日お渡ししま
した寄付金の使途明細（カルテ）が届きました。こちらも
回覧します。
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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
委

員

会

報

■ＩＭ実行委員会

告
花原 昭弘 委員長

本日例会終了後第９回ＩＭ実行委員会を開きますのでご
参集下さい。
■親睦活動小委員会

田中 宏 委員長

６/１４（土）のチャリティーゴルフについて８名参加で〆切り。
６/１９（木）の会長・幹事慰労会現時点で２１名の参加であ
と４～５名の参加をお願いしたいので、回覧を廻します。

卓

話

テーブル討論会
「創立３０周年に向けて」
新大阪ロータリークラブも来期で、創立 30 周年を迎えるこ
とになりました。
ここで一度、これからのクラブの方向性を、実現可能か否
かは別にして自由に全会員で討議し、多数の意見を頂き
ました。
内容につきましては、今回は記載しませんが、まとめて次
年度、執行部に提案させていただきます。
（文：横山洋一郎 会長）

トルココサカ村水供給プロジェクトの完成オープニング
セレモニー（６月２５日）に際し、下記、国際スピード便
（ＥＭＳ）にてトルコサムスンＲＣ宛発送しました！

「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
投稿コーナー

菅本 泰年会員より

例会プログラム

『1３日金曜日、ＯＢではありますが新大阪ロータリークラブ
として大阪東ローターアクトクラブの最終例会に参加致し
ました。
この一年の活動報告を映像を見ながら解説をしていただ
きました。
奉仕活動の中で親睦を深めるというローターアクトの意味
を大変理解している内容だと感じました。
その後、余興ではサッカーブラジル杯の開催日ということも
あって優勝はどこの国かを予想しながら楽しいコメントが出
てきて、大変盛り上がりました。
今期、2 名の方が年齢のため卒業されるので、ローターア
クト地区代表が卒業式をいたしました。
ＯＢとして少しでも力になれたらと宣言されてました。
最後に今期会長の清水さんの挨拶では入会二年目にして
会長兼地区役員をされていて、大変多忙な一年を過ごさ
れたようです。
大阪東ロータリークラブ現会長の塩谷様のあいさつでは、
ローターアクトの一年の活動をとても評価され、参加されて
いたロータリアンに企業派遣で会員増強をし青少年の育
成にもっと力を入れましょうと強く語られていました。
今後、以前例会に参加された大阪淀川ローターアクトクラ
ブや地区行事にも参加できたら少しでも親睦が深めるの
ではないかと思いました。
是非、皆さんもローターアクトの行事等に一緒に参加され
てみてはどうでしょうか。』
「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
参加者リスト

「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～
フォワグラ大根

次週のプログラム

お刺身盛合せ 鮪 カンパチ 甘海老
冷やし鉢 茄子の翡翠スタイル
第 1373 回例会／2014 年 6 月 25 日

すずきの蒸し物 青のり風味

◆挨 拶
「サワッ（ト）ディークラッ（プ）

牛ヒレ肉の網焼き 生姜ソース
イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflowe 他
r・Miho´s house 他花通信他
あゆ

ご飯

」
（タイ語）

◆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
http://kanos-factory.com/joken.html
他
鱧のお吸い物
他

◆卓
話
イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower 他
一年を振り返って
・http://www.illust-hana.jp 他
横山 洋一郎 会長
☆素材通り☆他
北野 克美 幹事
http://kanos-factory.com/joken.html 他

・（C）ikoi
・http://www.web-style.co.jp/index.html 他
抹茶プリンに特製あずきソース
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

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

＊＊＊ 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

７

曜日

予定

時間他

１８

水

第１３７２回 例会 臨時総会・新旧各委員会引継ぎ

１２：００～被選理事会（談話室）
１３：３０～絵画クラブレッスン

１９

木

２０１３年度 会長・幹事慰労会

１９：００～

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」

９：００阪急三宮駅西口集合

２

水

第１３７４回 例会 「新年度挨拶」 生尾会長・久富幹事

１３：３０～定例理事会

於 ワシントンホテル宴会場

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

