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■ 会長／生尾 雅美 幹事／久富 義郎 会報委員長／松川 雅典 会報副委員長／太田 雅裕
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 1375 回例会／2014 年 7 月 9 日
本日の世界の言葉
「グラツィエ Grazie」 （イタリア語）
標
語
「Light up Rotary」
「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」
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

■司会進行

SAA 村木会員

■唱

歌

SAA 三島会員

■来賓紹介

SAA 三島会員

会
会

友
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■出席者報告
第 1374 回例会
会員数 33 名
出席数 25 名

辻本 嘉助 様
松尾 寛 様

SAA 村木 会員
2014 年 7 月 2 日
出席率 88.24％
欠席数 4 名

出席免除会員欠席数 5 名

話
ＩＭ実行委員会
「１０月１８日のＩＭに向けて」
花原 昭弘 委員長

「ロータリーに輝きを」

第 1374 回例会報告 （7 月 2 日）
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第 1373 回例会（6/25）
メ－クアップ 1 名 修正出席率 88.24%
6/20 松川会員

2014～15 年度 国際ロータリー会長 ゲイリー・C.K.ホアン

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
２０１４年度がスタートしました！

■会長の時間

会長

生尾 雅美
2014.7.9

７月の誕生祝

安井会員が地区国際奉仕委員長に就任されました

新会長幹事より旧会長幹事へ記念エンブレムの贈呈

「ロータリーに輝きを」

松川会員がガバナー補佐エレクトに就任されました
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横山前会長の乾杯の音頭

2014～15 年度 国際ロータリー会長 ゲイリー・C.K.ホアン
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■災害復興Ｐ基金報告

７月２日

１，０００円

村木会員
村角会員

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ

安井会員

生尾会員、北野会員、村木会員、村角会員、
安井会員、山本会員、湯浅会員
本日の合計
今年度累計

山路会員

15,000 円
15,000 円
山本会員

米

山

ボ

ッ

ク

ス

生尾会員、北野会員、村木会員、村角会員、
安井会員、山本会員、湯浅会員

横山会員
湯浅会員

本日の合計
今年度累計

ニ コ ニ コ 箱

25,000 円
25,000 円

報

■SAA

告
大橋 会員

会長になっての最初の仕事、淀輪会
での団体優勝できました。幸先良い
スタートが切れました。一年間宜しく
お付合い下さい。
久富幹事 今日から 1 年よろしくお願いします。
稲田会員 新年度を祝して。
遠藤会員 横山、北野様、ご苦労様でした。生
尾新会長、久富新幹事、よろしくお願
い申し上げます。
大橋会員 新年度会長幹事、１年間頑張って下
さい。
北野会員 久富先生、本年度の診察おねがいし
ます。
田中会員 植田親睦委員長お手数をおかけす
ることになりますが、親睦事業は全て
参加します。
中川会員 生尾さん、久富さん、１年間ガンバッ
テ下さい。
花原会員 生尾会長、久富幹事 1 年間お世話に
なります。
松川会員 新しい出発をお祝いして。
松本(圭)会員
生尾会長、久富幹事さん一年
間お世話をよろしくお願いします。又
妻の誕生日には、プレゼントをありが
とうございました。
三島会員 前、会長・幹事おつかれさまでした。

新、会長・幹事宜しくお願いします。
生尾会長、久富幹事、１年間大変お
世話になります。
生尾丸、久富丸の新しい船出を祝し
て。
会長・幹事・役員の皆様、1 年頑張っ
て下さい。私も地区委員で頑張りま
す。よろしく御願いします。
淀輪会ゴルフコンペお疲れ様でした。
1 ホール１６叩いたのですが、その後
バーディーを 2 連続・・・やっぱりゴル
フはおもろいです。
早いもので 今年も、1 年の後半を迎
えました。元気で今日の日を迎えら
れたことを有り難く思って居ます。
生尾会長、久富幹事今年度がんばっ
て下さい。
今日からマイツリーという名前でリラク
ゼーションサロンをオープンしました。
この業界の新参者ですがいつも私が
もっている利益の追求ではなく、奉仕
と真心の精神で頑張っていきたいと
思います。皆様これからもご指導の
程宜しくお願い致します。

生尾会長

「ロータリーに輝きを」
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本日の合計
今年度累計

■幹事報告

169,000 円
169,000 円

幹事

久富 義郎

・事業計画書、Ｒの友７月号、Ｒの友電子版のお知らせ、
ガバナー月信７月号、新大阪ＲＣ７月の予定表、これら
を本日皆様のメールボックスへ配布しております。
・事業計画書は１年間使用しますので、大切にして下さ
2014～15 年度 国際ロータリー会長 ゲイリー・C.K.ホアン
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い。再発行はできません。経費削減に御協力よろしく ■湯浅 隆之 会員より お知らせ
お願いします。
・ガバナー月信は通常は理事のみの配布ですが、初回
７月号のみ今年度のガバナーの方針により全員に配
布することとなりました。２６６０地区の全クラブの情報が
載っていますので、これも大切に保管して下さい。また、
ＭＵの時などに活用して下さい。
・新大阪ＲＣの月間予定表は今年度も月初に配布、配
信する予定です。正確な予定を掲載するために、各委
員会、同好会等の予定は、決定した時点で事務局ま
でお知らせ下さい。
本日７月２日に大阪市福島区のホテル阪神とリッツカール
・他ＲＣより例会休会、変更のお知らせが届いております。 トンホテルの近くでリラクゼーションサロンをオープンしまし
回覧します。
た。マッサージの内容は以下の通りです。
・ＪＯＣＳの２０１３年度年次報告書が届きました。是も回 経路アロマトリートメント
覧します。
癒し効果の高い天然アロマオイルを贅沢に使った myTree
・本日例会終了後、第１回定例理事会を行います。理事 のオリジナルマッサージです。
の方は談話室にご参集ください。
東洋医学では経路は気の通り道で、それぞれが五臓六腑
に対応していると考えます。経路を流す事、それは本来触
れることのできない内臓の調子を整え、同時にアロマオイ
ルの効能で神経をリラックスさせ、さらにしっかりとマッサー
委
員
会
報
告
ジすることで筋肉の緊張もほぐします。
この３方向からのアプローチで日頃のお疲れを芯から取り
■ローターアクト小委員会
菅本 泰年 委員長
去ります。
推拿マッサージ
推拿とは、鍼灸・漢方に並ぶ中国伝統の整体法で、オイル
や道具を一切使わずに衣服の上から筋肉を揉みほぐしま
す。指圧の様に指先で押すだけではなく、手の様々な部
分を使った推拿独自の手法で、いわゆるツボ押しという概
念を覆していただけるかと思います。ＷＨＯも認めるツボが
体中にはあり、肉体の疲れをただ取るだけではなく、体を
内臓から元気に、さらには全身の血液循環を良好にしま
す。オイルマッサージが苦手な方、コリをポイントで強めに
刺激されたい方にオススメします。
これからも皆様のご指導ご協力なくしては進歩していかな
「第一回ロータリー・ファミリー合同地区献血」を開催致しま いと思います。いつでも時間の余裕がございましたらお越
す。今活動は社会奉仕プロジェクトの一環として大阪赤十 し下さい。宜しくお願い致します。
字献血センターとのタイアップにより、地区ローターアクトク
ラブと組んで献血事業を行います。
日 時： 2014 年 7 月 20 日（日）
集 合： 9：50 開会 10：00 閉会 16：00
内 容： ①400ml 献血の実施
②街頭での一般の方への献血の呼びかけ、ＰＲ
③ＲＡＣ活動のＰＲ

「ロータリーに輝きを」
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2014～15 年度 国際ロータリー会長 ゲイリー・C.K.ホアン

新大阪ロータリークラブ
卓

話

「新年度会長挨拶」
生尾 雅美 会長

内容は次週掲載させて頂きます。

（会報小委員会）

「新年度幹事挨拶」
久富 義郎 幹事
生尾会長を助けて、新大阪 RC がより輝くように、頑張りま
す。控えめな性格ですが、会長を差し置いた行動が目立
つようであれば叱責をお願いします。70 歳を前にしてまだ
まだ進化しようと思っておりますので、よろしくお願いしま
す。
会長の方針「ロータリアンになろう」を実践し、会員一人ひ
とりがより輝く年度にいたしましょう。

「ロータリーに輝きを」
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2014～15 年度 国際ロータリー会長 ゲイリー・C.K.ホアン
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次週のプログラム
本日のメニュー
～和食～
鮪とアボガドのポキ仕立て
豚肉のしゃぶしゃぶ胡麻風味
第 1376 回例会／2014 年 7 月 16 日
サーモンの柚子味噌焼き
◆世界の言葉
「グラツィエ Grazie」 （イタリア語）

牛フィレ肉の網焼き みぞれソース
ひつまぶしと香物
～しめは、あっさりと召し上がれ～

◆唱

歌

◆卓

話

翡翠梅に梅ゼリー
*.翡翠梅煮・・・料亭のお料理のお口直しに提供
されるもの

「われは海の子」

「整肢学院夏祭りについて」
山路 高純 社会奉仕委員長

珈琲

＊＊＊ 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
７

曜日

予定

時間他

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 「整肢学院夏祭りについて」 山路委員長

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

～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

２４

木

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

２６

土

大阪府立整肢学院夏祭り

集合等は後日お知らせします。
イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower 他
・（C）ikoi・Miho´s house 他

「ロータリーに輝きを」
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風と樹と空とフリー素材 http://kaze-sora.com/他

2014～15 年度 国際ロータリー会長 ゲイリー・C.K.ホアン
・ [素材大好き.com]http://www.sozaidaisuki.com 他

