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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 1377 回例会／2014 年 7 月 23 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

■司会進行

SAA 三島会員

■唱

歌

SAA 安井会員

■来賓紹介

SAA 安井会員

小倉ＲＣ

■出席者報告
第 1376 回例会
会員数 33 名
出席数 27 名

木曽 長 様

SAA 三島会員
2014 年 7 月 16 日
出席率 84.85％
欠席数 5 名

出席免除会員欠席数 1 名

卓

話
クラブアッセンブリー
「地区協議会報告及び新年度活動方針」
各委員会委員長

「ロータリーに輝きを」

第 1376 回例会報告 （7 月 16 日）

－1－

第 1375 回例会（7/9）
メ－クアップ 2 名 修正出席率 90.91%
7/12 松本（圭）会員
7/12 松本（正）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

生尾 雅美
2014.7.16

米

山

ボ

ッ

ク

ス

鋳方会員、山本会員
本日の合計
今年度累計

ニ コ ニ コ 箱
■SAA

久富会員

横田会員

大きなことをなし遂げるために
力を与えてほしいと神に求めたのに
謙虚さを学ぶようにと弱さを授かった
より偉大なことができるようにと健康を求めたのに
より良きことができるようにと病弱を与えられた
幸せになろうと富を求めたのに
賢明であるようにと貧困を授かった
世の人の賞賛をえようとして成功を求めたのに
得意にならないようにと失敗を授かった
人生を享楽しようとあらゆるものを求めたのに
あらゆることを喜べるようにと命を授かった
求めたものは一つとして与えられなかったが
願いは全て聞きとどけられた
神の意にそわぬものであるにもかかわらず
心の中の言い表せないものは全て叶えられた
私はあらゆる人の中で最も豊かに祝福されたのだ

■災害復興Ｐ基金報告

７月１６日

報

告
大橋 会員

鋳方会員

～大阪回生病院に掛けられた額の言葉より～

2,000 円
28,000 円

暑くなりました。健康に気をつけて頑
張りましょう！
とにかく、いろいろな人にお世話にな
っています。ありがとうございます。熱
さに負けず、夏を乗り切りましょう。
「天上天下唯我独尊」“お山の大将お
れ一人”ではありません！！
本日の合計
今年度累計

9,000 円
184,000 円

バナー交換

０円

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
鋳方会員、山本会員
本日の合計
今年度累計
「ロータリーに輝きを」

2,000 円
19,000 円

－2－

小倉ＲＣ 木曽 長様と盲導犬マイル君
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■幹事報告

幹事

久富 義郎

・太田会員ご母堂様ご逝去のご連絡
・先週ご案内していました、大輪ゴルフ会の参加申込書
を廻しますので、参加希望の方はご記入ください。
・前々年度で終了した、ＧＳＥの振り返りの集いが開催さ
れます。９月６日（土）１６時より場所はシティプラザ大阪
です。案内を回覧します。こちらも参加される方は申込
欄にご記入をお願いします。
・ライフリバー通信が届きました。回覧します。

「第１回ロータリーファミリー合同地区献血」のご報告
菅本 泰年 ローターアクト委員長
7/20(日)に 2014-2015 年度第 1 回ロータリーファミリー合
同地区献血を開催致しました。
当クラブからは山路会員、武市会員、菅本の三名が参加
致しました。
当日は天気も良くローターアクト、ロータリークラブのメン
バーが献血及び献血とロータアクトのＰＲに汗を流しながら
実施致しました。
午前中と終了 16：00 前は献血される方が多く、待ってい
ただく状態になりましたが、さすがに暑さのせいか午後前
からは献血される方が非常に少なく献血車両には誰もこら
れませんでした。
ＰＲで道行く人に声をかけると、定期的にしている方や先
週してきたよ等うれしい声を聞かさせてもらいました。
また、献血できない方は薬を飲んでいる方、手術をしたば
かりの方、糖尿病であるため献血をしたいけどできないと
いう声も聞きました。
若い方には積極的に足を運んでもらいたいのですが、ま
だまだされる方は少ないと感じました。
第二回目は来年 2 月頃開催の予定ですので是非皆さん
の参加をお待ちしておりますので宜しくお願い致します。

・過去年度の会報ファイルが余っています。使われるよう
でしたらお持ち帰りください。その後は処分します。
・次週は地区協議会報告及び新年度活動方針を各委
員長より発表して頂きます。クラブ事業計画書の委員
会構成表、左側の会計監査を除く委員長の皆様、配
下の小委員会を含めて発表して下さい。ご準備の程
宜しくお願いします。欠席される場合は、副委員長等
代理の方に事前にご依頼下さい。

委

員

■ＩＭ実行委員会

会

報

告

花原 昭弘 委員長

ＩＭ６組１０クラブにＰＲに行って頂く場合、行かれる曜日を
前もって事務局に了承を取って下さい。ＣＤを持って行っ
て頂き、幹事さんに渡して下さい。ニコニコを事務局より預
かって、持って行ってください。食事代は直接支払ってい
ただき、後日清算お願いします。
■ローターアクト小委員会

菅本 泰年 委員長

「第１回ロータリーファミリー合同地区献血」が７月２０日に
開催されます。献血できない方はローターアクト、ロータリ
ークラブのＰＲだけでも参加できますのでお時間ありました
ら協力を宜しくお願い致します。
「ロータリーに輝きを」
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卓

話

「整肢学院夏祭り２０１４」
山路 高純 社会奉仕委員長

い人”にやっていただきたく、生尾会長にお願いしてありま
す）
いよいよ、12 時 30 分に『整肢学院夏祭り 2014』が始まりま
す。整肢学院に鳴り物がありますので、それを使って応援
してあげていただければ、楽しさが倍増されると思います
ので、よろしくお願いします。
夏祭りは 3 時間を予定しており、15 時 30 分に夏祭り終了と
しております。それからお片付けが始まり、撤去終了時間
は 16 時 30 分を予定しております。
全て終われば、近くの居酒屋で打ち上げを予定しておりま
す。

15 年ほど前、私は大阪青年会議所に入っており、初年度
事業の一つに整肢学院の事業がありました。児童らを大き
な体育館に連れて行き、一緒に身体を動かして遊んであ
げるという内容でした。その時の担当のお子さんが私の娘
と同じ３歳で、同じ女の子で、方や健康に生まれ、方や障
害のある状態で生まれてくることに言葉にできない感情が
入り込みました。ただ、子供というのは不思議な力を持って
いて、遊んでいるうちに笑顔を見せたり、大きな笑い声を
皆さんこんにちわ。今日は卓話の時間を頂きまして、来る 7 出したり、どんな子供であろうとみな同じ嬉しさの表現に、
月 26 日(土)に行われる大阪府整肢学院（以後整肢学院） 偏った見方をしていた自分が救われたように思います。
の夏祭りについてお話をさせていただきたいと思います。
今年度、社会奉仕委員長を拝命しており、今まで整肢学
そもそも整肢学院とはどういうところかと申しますと、児童福 院夏祭りに参加されているある方からアドバイスを頂きまし
祉法に基づいた『肢体不自由児施設』であり、医療法に基 た。その方もロータリークラブに入会してすぐにこの事業の
づいた『病院』でもあるということです。目的と機能は、小児 担当を任せられ、苦労したことや、教わったこと、事業に携
の総合リハビリテーション施設として、整形外科を中心とし わったことへの思いを教えていただきました。メールには、
た医療スタッフが四肢に発達の遅れや先天的・後天的な 新大阪ロータリークラブに入会した時の諸先輩方やご家族
障害のあるお子様に対し、リハビリテーションや整形外科 の力を貸していただいたり、社会奉仕委員長を数年続ける
的治療を行う病院であるとされています。行事には子供た 励みになったりしたことが書き綴られていました。
ちの楽しみにしている企画がたくさん行われており、『餅つ この事業、ただただロータリアンとして奉仕をするのではな
き大会』や『太鼓クラブ』、『調理実習』などがあります。中で く、子供たちの喜ぶ姿を楽しみながら進めていこうと思って
も心待ちにされているのが『夏祭り』であります。ゲームをし おりますので、どうぞ皆さんのお力を拝借できれば幸せに
たり、お菓子を食べたりして、短い時間ですが思い出に残 思います。
るひと時を過ごしていただこうと考えております。
追伸：社会奉仕委員にはもう一つ事業がありまして、『第 40
さて、本題ですが、その『夏祭り』、どういう運びで流れてい 回東淀川区民まつり』の開催日が決まりました。平成 26 年
くのかというと、まず、日程は 7 月 26 日(土)、参加されるメ 9 月 14 日(日)【予備日は 15 日(月・祝日)】です。追って案
ンバー並びに奥様方の皆様には午前 11 時 30 分に現地に 内を出しますので、重ねてご協力くださいませ。
集合していただき、それぞれの出し物の準備をしていただ
きます。
出し物は、【ゲームコーナー】と【お菓子コーナー】に分か
れており、【ゲームコーナー】では、①射的、②紐引き、③
ちょろキューレース、④景品釣り、⑤写真撮影（チェキ）、⑥
バルーンアート（谷口師匠、久富一番弟子）があります。
【お菓子コーナー】には、極力奥様方にお手伝いいただき
たいと思っております。出し物は①かき氷、②鉄板焼き（昨
年は焼きそばでしたが、子供たちに評判の良かったウィン
ナーを考えております）、③たこ焼き（『食べ物は奥様方に
お手伝いいただく』と言いながら、この店だけは“本業っぽ
「ロータリーに輝きを」
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第３９回 健康家族の会

紫陽花を訪ねて森林公園から摩耶山へ
＝ふわふわとアジサイの花 紙風船＝

堤や砂防ダムが出来ていて迂回する為、5 回ほどになりま
した。それでも木漏れ日の下を歩いていると、気持ちの良
い川風が頬にあたる、ハイキング日和でした。
空を見上げるとハーブ園へ行く神戸夢風船のゴンドラが
2 台ゆっくりとすれ違って行きました。河原では子供会の水
遊びに興じる歓声があがっていました。ハイキングブーム
でしょうか。こんなに多くのハイカーをみるのは初めてとリ
ーダーが言っていました。
12 時 10 分に神戸市立森林植物園に入りました。公園で
は「あじさい祭り」が行われていて、多くの市民が訪れてい
て、長谷池には白や紫のカキツバタが咲きほこっていまし
た。（アナベルという名のアジサイが見事でした）
風邪気味で体調不良の為、下りはバスで帰る事となり、
お昼はゆっくりと食べ、缶ビール 2 本も飲んでしまいました。
芝の上に寝ころがり木漏れ日の下、しばし昼寝です。
2 時に三宮行きのバス（満員）で、2 時 45 分に三宮に着き
ました。そこからスーパー銭湯まで 15 分くらいかかるので
大石邸に行く事になり、阪神電車で御影へ。駅前でビー
ル、おすし、おつまみを買って大石邸へ。さっそく順に風
呂に入り、冷えたビールで乾杯。たくさん飲んで、しっかり
食べて満足して、家路に着きました。

9 時に阪急 神戸三宮駅東出口に 5 人集合し、お弁当を
買って地下鉄で新神戸駅へ。新幹線の下をくぐり、山側へ。
生田川沿いに 10 分歩くと布引の滝があります。下から雌
滝（めんたき）、鼓滝（つつみたき）、夫婦滝（めおとたき）、
雄滝（おんたき）が順にあり、滝百選に選ばれています。滝
をバックにハイカーが写真を撮っていました。
少し登ると満々と水を湛えた五本松ダムがあります。1900
年（明治 33 年）に竣工した、水道専用ダムで、国の重要文
化財に指定されています。
9 時 45 分、布引みはらし展望台へ。ここからは、東の六
甲アイランドから西のハーバーランドまでが、まるでジオラ
マの様に眼下に広がっています。夜景もさぞ美しい事でし
ょう。
ここからトゥエンティクロスに入り、生田川を何回も（20 回
以上）ジグザグに渡っていきます。現在は、残念ながら堰
「ロータリーに輝きを」
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本日のメニュー
～和食～
サーモンマリネの花造り

次回のプログラム

お刺身盛合せ 鮪 間八 甘海老
カレイの唐揚げ べっ甲あんかけ生姜風味

第 1378 回例会／2014 年 8 月 6 日

鶏肉のコチュジャン味噌漬け焼き

◆世界の言葉
「オブリガード Obrigado」
（ポルトガル語）

牛ロース肉の網焼き ディァブル仕立て
ちりめん山椒ご飯 香物 味噌汁

◆国歌斉唱 「君が代」
◆唱 歌 「浜辺の歌」

フルーツカクテルにアセロラゼリー

◆卓

話
クラブフォーラム
親睦活動小委員会
植田 誠 委員長

次週７月３０日（水）は例会休会
です。次回は８月６日（水）です。

＊＊＊ 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
７

８

曜日

２３

水

２４

予定

時間他

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 １３：３０～第１１回ＩＭ実行委員会
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

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

１１：３０現地集合

３０

水

例会休会

１２：００～１２：３０ＭＵ受付

６

水

第１３７８回 例会 クラブフォーラム 親睦活動小委員会

１３：３０～定例理事会

１３

水

例会休会 お盆休み
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

