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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 ＊＊＊

＊＊＊ ロータリーの目的 ＊＊＊
第１ 知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること。

言行はこれに照らしてから

第２ 職業上の高い倫理基準を保ち､役立つ仕事はすべて

1. 『真実』かどうか

価値あるものと認識し､社会に奉仕する機会としてロー
タリアン各自の職業を高潔なものとすること。

2. みんなに『公平』か

第３ ロータリアン一人一人が､個人として､また事業及び社

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

会生活において､日々､奉仕の理念を実践すること。

第４ 奉仕の理念で結ばれた職業人が､世界的ネットワーク
を通じて､国際理解､親善、平和を推進すること。

http://www.shin-osakarc.jp
＜本日のプログラム＞
第 1374 回例会／2014 年 7 月 2 日

第 1373 回例会報告 （6 月 25 日）
■司会進行
SAA 山路会員
■唱

本日の世界の言葉
「グラツィエ Grazie」 （イタリア語）
標
語
「Light up Rotary」

歌

SAA 横田会員

■来賓紹介

SAA 横田会員

豊里ボランティアの皆様

「ロータリーに輝きを」

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」
唱
歌 ｢われは海の子｣
われは海の子 白波の
騒ぐ磯辺の 松原に
けむりたなびく 苫屋こそ
わが懐かしき 住（すみか）なれ
卓
話
「新年度挨拶」
生尾会長・久富幹事

「ロータリーに輝きを」

花原会員令夫人
吉田会員令夫人
会 友
■出席者報告
第 1373 回例会
会員数 34 名
出席数 25 名

中村 冨恵
添木 佳世子
中野 正子
花原 久子
吉田 文子
菅本 千代子

様
様
様
様
様
様

SAA 山路 会員
2014 年 6 月 25 日
出席率 88.24％
欠席数 4 名

出席免除会員欠席数 5 名

第 1372 回例会（6/18）
メ－クアップ 1 名 修正出席率 97.06%
7/01 山根会員
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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
2014.6.25

しているのがわかったんだと思います「だれも真剣に聞い
とらへん、一番聴いてくれそうな人、誰もおれへんかったら、
俺が聴いといたるから俺を見てしゃべったら、きっともっと
楽に話せるで、肩の力を抜き」と言われて、少し開き直って
みると、少しですが楽に話せるようになりました。持つべき
は、良き先輩・仲間だとこの時つくづく思いました。
また、今までは何気なく聴いていたニュースや本を読んで
いたりすると、ある時から急に「あれ、これ会長の時間に使
えるかも」と思っている自分がいるのに、その時非常に驚
いたのを覚えています。これ一つとっても「会長の時間」で、
少しは勉強させていただいたかなと思います。
改めて、今年度会長をさせていただきありがとうございまし
た。

■東日本大震災義援金報告 ６月２５日
２０１３年度累計

横山会長と豊里ボランティアの皆様

０円
９２，０４８円

本日、例会のはじめに通例となりました「体燥の時間」の体
操が新年度から、３年ぶりに新しいものに変わります。体燥
ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
をご指導頂いた「豊里 歌体燥のボランテア」の皆様にお
北野会員、村木会員
越し頂いております。
また、菅本会友・吉田夫人そして花原夫人例会ご出席あり
本日の合計
2,000 円
がとうございました。この場を借りまして、この一年間のご協
２０１３年度累計
160,000 円
力にお礼申し上げます。
さて、会長挨拶も本日で最後になりました。本年度は、
1329 回例会に始まり、本日 1373 回例会ですから、1 年間
米
山
ボ ッ ク ス
で計 44 回、時間にしまして、一回 5 分前後としまして、220
北野会員、村木会員
分（3 時間 40 分）ですから約４時間弱話させて頂いたことに
なります。
本日の合計
2,000 円
ではこの一年間何を話させていただいたかと思い返しま
２０１３年度累計
173,000
円
すと、もう皆さんはお忘れだとは思いますが、1 回目が本年
度の基本方針で、2 回目が祇園祭について話させていた
だき、その後、関西の祭り・行事そして雑学に関したことが
ニ コ ニ コ 箱
報
告
多かったように思います。少しは皆様の参考になりましたら
片岡 会員
よかったのですが、1 年間たわいのない話にお付き合い願 ■SAA
いありがとうございました。
横山会長 本日、今年度最後の例会です。１年
実を言いますと、今回会長をお引きうえする中で、何が
間ありがとうございました。
一番憂鬱だったかと申しますと「会長の時間」です。もとも
北野幹事
「冬ありて春に芽をふくいのちかな」
と話すことが苦手な私にとって、毎週例会のたびに何か話
一年間の御協力ありがとうございまし
さないといけないという重圧。特に仕事が忙しい時などロ
た。
ータリーと仕事どっちが大事やねんと思いながら、お話し
植田会員
横山会長、北野幹事、一年間お疲れ
することを考えている時などは、会長など引き受けなかった
様でした。
ら良かったと何度思ったかわかりません。
片岡会員 横山会長、北野幹事、一年間ご苦労
そんな折、私の性格をよくご存じの先輩メンバー（実は、
様でした。
私が幹事をしていた時の会長の大石さん）から、私が緊張
「ロータリーに輝きを」
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菅本会友 最後の例会に出席させて頂きました。
花原さん、吉田さん、御一緒して頂き
大変うれしく思っています。
菅本会員 １年間、会長始め皆様おつかれ様で
した。来期もニコニコ頑張りましょう！
田中会員 私の担当した親睦活動、無事終了し
ました。参加して頂いた皆様の温か
い御協力のお蔭と感謝しております。
ありがとうございました。
谷口会員 晴れた空、そよぐ風！
花原会員 横山会長、北野幹事 1 年間ありがとう
ございました。
松本(圭)会員
横山会長、北野幹事、一年間
お世話ありがとうございました。
村木会員 横山会長、北野幹事、１年間お世話
になりました。
吉田会員 トヨサトボランティアの皆様、ありがとう
ございます。

もう一歩踏み出してクラブをもっと活用して充実した楽しい
ロータリーライフ、またロータリーでないと出来ない体験を
実践しようということでクラブ運営をしてまいりました。皆様
にとって、この１年で何かロータリークラブを活用していた
だけたならこの一年無駄でなかったなと思います。
思い返しますと、昨年「2013～2014 年度事業計画書」の作
成に始まり、例会・事業と追われっぱなしの一年でしたが、
まだ 1 年間ではやり残したことも沢山あり少し心残りのとこ
ろもありますが、今ホットしているのが実感です。
また、本年度は「小林雄友 (こばやし たかとも)元会員」の
御不幸はありましたが、私的な退会者は一人もなく、新た
に横田会員・武市会員そして太田会員の 3 名の新たな仲
間が増えたことに喜びとと共に感謝いたします。
事業では、何をしたかなと思い返しますと
・７月の京都上七軒歌舞練場で行いましたビヤーガーデ
ン納涼会で始まり、このときはあいにくの雨でしたが、多く
のメンバーに参加していただき、また肩を押して頂いて、あ
りがたかったのを昨日のように覚えております。
その後、
・インフォーマルミーティング
・大阪整枝学院夏祭り
■幹事報告
幹事
北野 克美
・東淀川区民祭り（台風のため祭りは中止）
・徳島釣り旅行
・本日は最終の幹事報告となりましたが、特に報告はご
・オクトーバーフェスタ
ざいません。
・家族会
・引ったくり防止キャンペン（関西スーパー瑞光店）
年が明けまして
卓 話
・新年会（かに道楽）
・レデースサロン（タナー展）
・台北中興ＲＣ２２周年記念式典（総勢 14 名）
「一年を振り返って」
（台北中興ＲＣからは、「次年度の貴クラブ 30 周年式典
横山 洋一郎 会長
には、倍返しで参加させていただきます」といううれしいメッ
セージも頂いております。）
・公開卓話・有志の会のチャリテーゴルフ・健康家族の
会・歩こう会等々
ここではご紹介しきれませんが、多くの行事をさせていた
だきました。これひとえに、皆様のご協力なくして出来ませ
んでした。メンバーまたご家族の皆様に改めて感謝申し上
げます。
また次年度、新大阪ロータリークラブも創立３０周年を迎え
ることとなります。その一つの事業として、本年度ＧＧ（ｸﾞﾛｰ
ﾊﾞﾙ･ｸﾞﾗﾝﾄ）を活用した「トルコ・コサカ村への飲料水供給
プロジェクト」も今月 25 日ですから、本日現地で完成式典
が行われています。式典に出席来なかったことは非常に
残念ですが、次年度多くのメンバーで現地の治安状況も
皆さん１年間、私と北野幹事にお付き合い願いありがとうご 考えながら是非とも行きたいものです。特に、本事業では
ざいました。
プロジェクト委員長を引き受けて頂いた、安井委員長には、
早いもので、昨年の１回目の例会で、今年度の基本方針 何から何までお世話になりありがとうございました。これから
をお話しさせていただいて１年が経ちました。
も大変だとは思いますがよろしくお願いいたします。
本年度の活動テーマを「活用しようロータリークラブ」とし、
そして、次年度会長の生尾さん、幹事の久富さんのこれ
「ロータリーに輝きを」
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からのご活躍と、次年度の２代事業であります。「３０周年
事業」「ＩＭ」の成功を心からお祈りい申し上げます。
最後になりますが、新大阪ＲＣすべてのメンバー・御家族
の皆様ご協力ありがとうございました。また幹事の北野さん
には、私を１年間、影となり日向になり支えていただきあり
がとうございました。何より事務局の富田さんには、感謝の
言葉では言い尽くせませんが、一年間のご協力に心から
感謝いたします。

その他；健康家族の会や、歩こう会など盛りだくさんの行事
を消化した。
２）社会奉仕活動
（1）中津の大阪府立整肢学園の夏祭りへの参加。
（２）東淀川区民祭りを通じて、バザー等の売り上げの日本
ライトハウスへの盲導犬寄付を予定していたが、荒天中止
の為、会内バザー売り上げのみを寄付した。
（３）上新庄のスーパー前での自転車防犯カバーの配布を
東淀川警察の協力の下に行った。
（４）その他、チャリテイ―ゴルフを開催し、チャリテイ―は
平成２６年６月２５日 現在プールしている。
新大阪ロータリークラブ会長 横山洋一郎 （５）福島県の友好クラブ。福島中央ロータリークラブを通じ
て、福嶋産リンゴ：サンふじをクラブ販売した。
３）国際奉仕活動
新大阪ロータリークラブ活動報告
ＧＧ（ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｸﾞﾗﾝﾄ）を活用した「トルコ・コサカ村への飲
幹事：北野 克美 料水供給プロジェクト」を実施した。
４）その他
会員増強委員長のスローガン；力を合わせて 50 名の
掛け声のもと、随時、公開卓話など幅広い会員募集活
動を行っている。

本年に入っての、かに道楽での新年会。そして我儘なわ
がクラブを象徴する、谷口友好委員長と台湾中興ロータリ
ークラブに委ねた我が 30 周年に向けた前夜祭もどきの台
湾旅行は最高でした。
最後に、２０１４年２月２７日台湾で公開された台湾映画「Ｋ
ＡＮＯ」を少し紹介して話を終わります。台湾語の字幕で
見る映画はそれなりにエキゾチックでありました。実話に基
づいた話は、当時日本人のみで編成された台北商業を破
って甲子園出場を果たし、決勝迄コマを進めた嘉義農林
1） 思い返しますと、こちらにおられる吉田会員、花原会 高校の活躍は目頭を熱くするものであり。日本人、漢人、
員に食事をごちそうになった時が幹事へのスタートの 高砂族の混成チームの活躍は、わがクラブにとっても、自
始まりでした。そして、フレシュマン宿泊の八ヶ岳では、 分自身にとっても何かと考えさせられる映画でした。今年
故飯原会員の豪快な面に接することが出来たのはい の夏。日本でも公開されるはずですので是非ご覧くだ
い思い出です。その時の幹事が今の横山会長です、 さい。
御縁とは不思議なものです。
2） 血液型でよく言われるのに。Ａ型は振り返り型、Ｂ型は
一年間本当にご協力有難うございました、
突進型、間を取り持つＡＢ型そして調整のＯ型。随分
とごめいわくをお掛けしました。実は私はＢ型でした。
おかげさまで、“実るほど頭を垂れる稲穂かな”随分と
実りました。
１）親睦活動
「活用しよう！新大阪ロータリー」のもと楽しいロータリーラ
イフを目出してロータリー親睦活動に取り組んだのは、雨
の上七軒。始まりでした。
７月：上７軒のビヤガーデンでの親睦交流会。
8 月：聘珍樓での新入会員歓迎会。
10 月：徳島への釣あんどの小家族旅行。
10 月；梅田のアサヒビヤハウスでのオクトーバーフェステイ
バルへの参加。
１２月：家族会（南港ハイアットリージェンシー）
「ロータリーに輝きを」
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ＭＥＭＯ

「ロータリーに輝きを」
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７月のバースデーロータリアン

次週のプログラム
７月 ６日
７月１８日
７月２４日
７月２９日

生尾会員
久富会員
三島会員
花原会員
第 1375 回例会／2014 年 7 月 9 日
◆世界の言葉
「グラツィエ Grazie」 （イタリア語）

本日のメニュー
～洋食～
サーモンマリネと帆立貝柱に完熟マンゴー
香草ソースと共に

◆唱

歌

◆卓

話

「われは海の子」

ＩＭ実行委員会
「１０月１８日のＩＭに向けて」
花原 昭弘 委員長

今が“旬” 桃のひんやりスープ
グリーンサラダ
ロールパンとフランスパン
フランス産 BBC ポークのサルティンボッカスタイル

＊＊＊ エンブレムの囁き ＊＊＊
デザート ケーキ

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。

珈琲

予定表
月

日
７

曜日

予定

時間他

２

水

第１３７４回 例会

９

水

第１３７５回 例会 ＩＭ実行委員会「１０月１８日のＩＭに向けて」

１２：００～歴代会長会
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 一男 会員

１３：３０～ 絵画クラブレッスン

親睦委員会 於チャイナテーブル １９：００～

対象者：親睦委員

１７

木

２３

水

２４

木

「新年度挨拶」生尾会長・久富幹事

１３：３０～定例理事会

～２０（日）第４０回健康家族の会「夏山登山 霊峰加賀白山」
第１３７７回 例会 クラブアッセンブリー 地区協議会報告・新年度方針 委員長各位ご準備を宜しくお願いします。
インフォーマルミーティング（炉辺談話）第１日目

１９：００～大阪コロナホテル

インフォーマルミーティング（炉辺談話）第２日目

１９：００～大阪コロナホテル
イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower 他

「ロータリーに輝きを」
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・（C）ikoi・Miho´s house 他

2014～15 年度 国際ロータリー会長 ゲイリー・C.K.ホアン
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

