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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

Ｎｏ．1373

http://www.shin-osakarc.jp

＊＊＊ 四つのテスト ＊＊＊

Date 2014.6.25

＊＊＊ 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 1373 回例会／2014 年 6 月 25 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
一年を振り返って
横山 洋一郎 会長
北野 克美 幹事

「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」
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第 1372 回例会報告 （6 月 18 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 1372 回例会

SAA 山路会員
2014 年 6 月 18 日

会員数 34 名
出席率 91.18％
出席数 28 名
欠席数 3 名
第 1371 回例会（6/11）
メ－クアップ 2 名 修正出席率 91.18％
6/14 湯浅会員
6/19 北野会員

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
2014.6.18

扇風機の前に置き、強風を当てると、気化熱による放射
冷却の原理で、短時間でおいしい冷たいビールが出来
上がるのです。
何かの時に、だまされたと思って試してください。急いで
何かを冷やさないといけないことがあった時に知っておく
と便利です。

■災害復興Ｐ義援金報告

６月１８日

２，０００円

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
安井会員、山本会員

皆さん、こんにちは。
今年度、当クラブで大変おめでたいことがありました。会
員の遠藤義彦会員が 70 歳の「古希」を迎えられました。
ここにお祝いと会からささやかな贈り物をさせていただき
ます。これからも遠藤会員のますますのご健勝をお祈り
申し上げます。
さて、会長挨拶も、早いものでいつのまにか麻雀で言い
ますとラス前になりました。
本日は、夏本番を前に少し裏技をお話したいと思いま
す。
これから冷たいビールがおいしい季節になりますが、急
にお客さんが来たり、うっかりしてビールを冷蔵庫に冷や
していなかったりした経験はないでしょうか。
皆さんはこんなときどうされているでしょう。
１．コンビニに冷えたビールを買いに走る。
２．ビールに氷を入れてロックにする。当然ビールの味が
薄くなっていただけません。
３．急遽冷凍庫に入れて冷やす。冷えるまで小一時間か
かる。最悪は出し忘れて凍らせてしまったという経験はな
いでしょうか。
ではどうするのかということです。
まず、最近の冷蔵庫は氷がたくさん作れるようになって
いますので、冷蔵庫の製氷室から氷を取り出してボウル
などの容器にあけ氷水を作って下さい。次に、その氷水
にビールビン（缶）を入れて冷やします。では脳がないで
すね。
ここで、ビールを直接浸すのではなく、タオル（少し薄め
の ）を浸 します 。この冷 たく なった タオルをビー ルビ ン
（缶）に巻きつけます。ここからが大切です、タオルを巻き
つけただけではビールは冷えません。ここで、おもむろに
「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」

本日の合計
今年度累計

米

山

ボ

2,000 円
158,000 円

ッ

ク

ス

山本会員
本日の合計
今年度累計

ニ コ ニ コ 箱
■SAA
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遠藤会員

田中会員

花原会員
久富会員

1,000 円
171,000 円

報

告
松川 会員

ゴルフデビューをさせていただきまし
た。ご迷惑をかけたことと思います。
脚腰まだ痛みます。
生尾様、山路様、チャリティーゴルフ
ではお世話になりました。そして入賞
者の方々には、チャリティーの主旨を
理解して頂き、全額のご寄付ありがと
うございました。
安井さん、金のシオリのお土産ありが
とうございました。
安井さんおみやげありがとうございま

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。シドニーのみやげ話、楽しみに
しています。
山路会員 先週土曜日チャリティーゴルフおつ
かれ様でした。みなさまの協力あって
なんとか終えました。ありがとうござい
ました。
山本会員 恙無く一ヶ月が過ぎました。
横田会員 「私の好きな言葉」最終章
千手観音（せんじゅかんのん）とて身
一つに千の手が何（いず）れに有るべ
き候。不動智（ふどうち）が開けば、身
早いものでもう一年
一つに手が千有りても、皆、用に立つ
と云ふ事を人に示さんが為に作りたる
容（かたち）にて候。（不動智＝即度
〈そったく〉も止まらぬ心）
沢庵宗彭（たくわんそうほう）
「不動智神妙録（ふどうちしんみょうろく）」より

■幹事報告

幹事

卓

話

「新旧各委員会引継ぎ」
早いものでもう一年が過ぎ、本日 2013-2014 年度委員会と
2014-2015 年度委員会の新旧委員会引継ぎの日を迎える
ことになりました。関連委員会ごとに各テーブルに移動し
次年度に向けて各委員会の引き継ぎを行いました。
（文：横山洋一郎 会長）

北野 克美

・本日は卓話の時間の最初に臨時総会を行いますので、
皆様よろしくお願いします。

委

員

会

■親睦活動小委員会

報

告
田中 宏 委員長

明日ＰＭ７：００より会長、幹事慰労会を当ホテル２Ｆ宴会場
で行う事報告。２３名出席、会費（￥５，０００）は当日徴収と
した。
■次年度親睦活動小委員会

植田 誠 委員長

次年度のインフォーマルミーティングの日程、家族会の日
程が下記に決まりました。
・インフォーマルＭ
７月２３日、２３日 場所：コロナホテル １９：００～予定
・家族会
１２月６日 場所：ワシントンホテル その他未定

「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」

－3－

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
臨時総会

臨時総会
（決議内容）
「２０１３年度版

RI 手続要覧」変更に伴う新大阪ロータリークラブ細則改定の件

・2014 年 4 月 2 日 2013～2014 年度 第 11 回 理事会にて承認
・2014 年 6 月 18 日 臨時総会（34 名中 28 名出席）にて承認
新大阪ロータリークラブ細則改定内容
第１条 理事の選定
第２節 理事
１）次の者を理事とする。
会長、幹事、直前会長、会長エレクト、副会長（翌々年の会長）、職業奉仕委員会委員長、
社会奉仕委員会委員長、青少年奉仕委員会委員長、国際奉仕委員会委員長、財務委員会委
員長、副幹事、親睦活動小委員会委員長
第６条 委員会
第１節 １）常任委員会
本クラブに、次の常任委員会を設置する。
記
クラブ運営委員会
広報委員会
会員組織委員会
職業奉仕委員会
社会奉仕委員会
青少年奉仕委員会
国際奉仕委員会
財務委員会
会計監査委員会
第７節

青少年奉仕委員会
１）
青少年奉仕委員会の委員長は、青少年奉仕委員会の諸活動に対して責任を有し、かつ
青少年奉仕委員会のもとに設置された全ての小委員会の仕事を監視し、調整する任務をも
つ。
２）
青少年奉仕委員会は、青少年奉仕委員長と青少年奉仕委員会のもとに設置された小委
員会の委員によって構成される。
３）
会長は理事会の承認を得て青少年奉仕委員会のもとに適当と認める小委員会を設置
することができる。

第８節

国際奉仕委員会
３）会長は理事会の承認を得て国際奉仕委員会のもとに次の各小委員会および適当と認める小
委員会を設置することができる。
記
友好クラブ小委員会
ICS 小委員会

「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７条
第６節

各委員会の任務
青少年奉仕委員会
この委員会は、年齢３０歳までの若い人々をすべて含む青少年の多様なニーズを認識し、彼ら
のより良い未来を確かなものにするための諸活動を行う。また地域社会における青少年の健全
な育成をはかる活動を行う。

第７節 国際奉仕委員会
この委員会は、国際奉仕に関する諸活動を行う。また次の諸活動を行う。
ａ）ＩＣＳ
本クラブの協力を必要とする他国社会の実情の調査と協力活動を行う。
ｂ）友好クラブ
国際クラブ友好締結と友好交流に関する活動を行う。
第１０条 新会員の入会
第４節 例外的な処置（本規定は２０１７年６月末日で失効する。）
本クラブの正会員が次の１）ないし３）の要件に該当することとなった時は、会員からの申し
出に基づき、理事会が承諾した場合には、会費納入義務と出席義務を軽減することができる。
１）
病気により長期にわたり出席が困難な場合
２）
業務多忙（一時的な勤務場所の変更を含む）で出席が困難な場合
３）
経済的事情による場合

2014 年 7 月 1 日

改定

２０１４年度会長・幹事慰労会が行われました！

２０１４．６．１９（木）ワシントンホテル宴会場にて

ー横山会長・北野幹事 １年間大変お疲れ様でしたー

「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～
蛸酢

次週のプログラム

鮪・アボガドの湯葉巻き
すずきの塩焼き 蓼酢ドレッシング
豚しゃぶのピリ辛ソース

第 1374 回例会／2014 年 7 月 2 日

牛肉の煮込み “和風ビーフシチュー”

◆世界の言葉
「グラツィエ Grazie」 （イタリア語）

イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflowe 他
r・Miho´s houseご飯
他花通信他
香物

味噌汁

他 他 ☆素材通り☆他

◆国歌斉唱
「君が代」
◆唱 歌 「われは海の子」

http://kanos-factory.com/joken.html
香港風
ジンジャーミルクプリン 他
他
・（C）ikoi・http://www.web-style.co.jp/index.html
他
珈琲

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

◆卓
話
・http://www.illust-hana.jp 他
新年度挨拶
☆素材通り☆他
生尾 雅美 会長
http://kanos-factory.com/joken.html 他
久富 義郎 幹事
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

・（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

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

９

水

第１３７５回 例会 ＩＭ実行委員会 １０月１８日のＩＭにむけて １３：３０～第１０回ＩＭ実行委員会

１２

土

～１３（日）「琵琶湖一周歩こう会」（鯖作戦）第２回 １泊旅行

９：３０ＪＲ比叡山坂本駅集合

１６

水

第１３７６回 例会 「コサカ村報告」 安井会員

１３：３０～絵画クラブレッスン

１７

木

～２０（日）第４０回健康家族の会「夏山登山 霊峰加賀白山」
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

