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■ 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／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

Ｎｏ．1378

Date 2014.8.6

http://www.shin-osakarc.jp

＊＊＊ 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 1378 回例会／2014 年 8 月 6 日
本日の世界の言葉
「オブリガード Obrigado」 （ポルトガル語）
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」
国歌斉唱 「君が代」
唱
歌 ｢浜辺の歌｣
あした浜辺を さまよえば
昔のことぞ 忍ばるる
風の音よ 雲のさまよ
寄する波も 貝の色も
卓

■司会進行

SAA 三島会員

■唱

歌

SAA 植田会員

■来賓紹介

SAA 植田会員

福岡西ＲＣ

■出席者報告
第 1377 回例会
会員数 33 名
出席数 24 名

井上 敬章 様

SAA 三島会員
2014 年 7 月 23 日
出席率 81.82％
欠席数 6 名

出席免除会員欠席数 3 名

話
クラブフォーラム
親睦活動小委員会
植田 誠 委員長

「ロータリーに輝きを」

第 1377 回例会報告 （7 月 23 日）
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第 1376 回例会（7/16）
メ－クアップ 2 名 修正出席率 90.91%
7/26 松本（正）会員
7/26 村角会員

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
■会長の時間

会長

生尾 雅美
2014.7.23

米

山

ボ

ッ

ク

ス

北野会員、久富会員、山本会員
本日の合計
今年度累計

3,000 円
31,000 円

ニ コ ニ コ 箱

報

■SAA

告
吉田 会員

大石会員
北野会員
田中会員

健康家族の会、白山を楽しみました。
皆様ありがとうございます。
田中さん、お世話になりました。
白山登山、雨で温泉三昧になりまし
たが、楽しく帰ってきました。
加賀白山登山はあいにくの雨で残念
でした。でも温泉三昧で楽しい旅行
でした。
今年も半年無事に終了しました。世
界情勢は、戦争中の苦にもあり心が
痛みます。
生尾丸無事１カ月がすぎました。来
週はおやすみですよ。

今週の土曜日に行います整肢学院夏祭りですが、当クラ
ブで社会奉仕事業の柱の一つとして立ち上げたいきさつ
花原会員
をお話しします。
横山直前会長、その前の片岡元会長が私の青年会議所
時代の先輩という事は以前お話ししましたが、元々青年会
山本会員
議所での事業として行っていたのですが個々の感動が大
きいので是非新大阪ロータリークラブでも事業として立ち
上げたいと思っていたところ、辻本会友（当時副会長）より
吉田会員
「幹事を誰にお願いすればよいか？」と相談され、間髪を
おかず「片岡さんがいいでしょう」とお答えしました。こうし
て当クラブ史上最高の社会奉仕コンビが誕生したわけで
本日の合計
20,000 円
す。
今年度累計
204,000 円
今ではメンバーの奥様方もお手伝いに来て頂き感動を得
■幹事報告
幹事
久富 義郎
られています。
打ち上げの乾杯も格別ですが、学院の子供たちの笑顔に
・大輪ゴルフ会の参加申し込みを再度回覧します。多数
何ともいえん安らぎが
のご参加をお願いします。
来年も頑張ろうという我々の原動力になっていることだと信
じています。
今年も皆様で夏祭りを盛り上げ、元気をもらいに行きましょ ・次週７月３０日は例会休会です。受付担当の方はＭＵ
受付をよろしくお願い致します。
う。
■災害復興Ｐ基金報告

７月２３日

２，０００円

委

■ローターアクト小委員会

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
北野会員、久富会員
本日の合計
今年度累計
「ロータリーに輝きを」

員

2,000 円
21,000 円
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会

報

告

菅本 泰年 委員長

７/２０（日）第一回ＲＣファミリー合同地区献血を開催致
しました。今までは、一ヶ所だけの兼轄でしたが、今回から
大阪駅、なんば駅、京橋駅、くずは駅の４カ所で実施しま
した。目標採決人数２５０名を４カ所採決合計２６１名となり、
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
目標クリアとなりました。献血できない方も、ロータリークラ どのような事業をしたかを話し合いました。まとめて何かを
ブ、ローターアクトクラブのＰＲもできますので今後御協力 するというのはなかったのですが、当クラブとしては整肢学
よろしくお願い致します。
院夏祭り事業、東淀川区民まつり、切手収集活動を主に
運営していきたいと思います。
■親睦活動小委員会
植田 誠 委員長
■青少年奉仕委員会
北野 克美 委員長
上期親睦行事の案内
・納涼会・・・８月２３日（土）１８：００～ 箕面川床「磯よし」
そもそも、青少年奉仕委員会という名称は、前年度は新世
・親睦ゴルフ・・・９月１９日（金）よみうりカントリークラブ
代奉仕、その前は青少年奉仕というように、青少年の心の
ワシントンホテルゴルフコンペに参加する形で実施
様に曖昧模糊としたテーマであります。幸い停滞しており
・親睦１泊２日家族旅行・・・１１月２，３日「小豆島旅行」
ました青少年委員会も、一大テーマでありますローターア
・家族会・・・１２月６日（土）
クト小委員会に菅本委員長というローターアクト経験者を
迎え積極的に取り組んでいくべくサポートしていきたいと考
■社会奉仕委員会
山路 高純 委員長
えております。即ち自分及び自分を取り巻く社会において
最も好ましくない現実を嘆く様な事のないように、ロータリ
いよいよ今週末土曜日７月２６日に整肢学院夏祭り２０１４ ーの基本理念の一つで倫理的羅針盤である 4 つのテスト
が開催されます。今日案内 Part２をポストへ入れました。タ 「真実かどうか」「みんなに公平か」「好意と友情を深める
イムスケジュールや出店内容、打上げ会場の地図を記載 か」「みんあのためになるかどうか」を自らに課す事から青
してあります。山路は１１時に現地にスタンバイしておりま 少年奉仕活動（青少年の育成）（会員増強）を始めていき
すが、皆様は１１時３０分に集合頂ければ助かります。子供 たいと考えております。
達の楽しむ姿をイメージして幸せになりましょう。
即ち「子は親の背中を見て育つ」、「ローターアクターは
ロータリアンの背中を見て育つ」
という自覚と責任を胸に、私達（ロータリアン）も親の立場で、
青少年育成という超我の奉仕の遭遇を目指します。
卓 話
具体的な実施計画
１） 会員のライラ（ロータリー青少年指導者養成プログラ
クラブフォーラム
ム）等の参加を推奨する。
「地区協議会報告及び新年度活動方針」
以上、提出頂いた原稿を掲載しました。それ以外の委員
■広報委員会
片岡 重裕 委員長 会については、今年度事業計画書をご覧ください。
広報委員会は
（会報小委員会）
①周年事業等地域へのＰＲ媒体の模索と検討
②会員相互の連携を強化する連絡網の検討
③旧会員、現会員全体の連絡網の構築
を進めていきます。①は新しい媒体として地域のコミュニ
ティ紙と接触をはかっています。②③は連絡網を作って
いきます。
■職業奉仕委員会

菅本 泰年 委員長

地区協議会において会員の方々がおっしゃるには、職業
奉仕は非常に難しいとのことでした。その中で、今後活動
するクラブに対して長期的に実施しているクラブからアドバ
イスを頂きました。１．卓話関連 ２．出前授業 ３．職場体
験があり、注意事項をいただきました。今後当クラブも継続
的な活動を考えていきたいので、皆様のご協力をお願い
致します。
■社会奉仕委員会

山路 高純 委員長

地区協議会では８グループに分けてそれぞれ自クラブで
「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
本日のメニュー

次回のプログラム
～洋食～
鮪と帆立貝柱のミルフィーユに
ボタン海老のマリナード・・・天の川
ポークスペアリブと牛肉のソテー
バーベキュースタイル

第 137９回例会／2014 年 8 月 20 日

ロールパンとフランスパン

◆世界の言葉
「オブリガード Obrigado」
（ポルトガル語）
◆国歌斉唱 「君が代」
◆唱 歌 「浜辺の歌」

デセール 打ち上げ花火
珈琲

◆卓

話
第１回クラブフォーラム
親睦活動小委員会
植田 誠 委員長

★８月のバースデーロータリアン

８月 ７日
８月１７日
８月１８日

次週８月１３日は例会休会です。

山根会員
宮崎会友
遠藤会員

次回は８月２０日です。

＊＊＊ 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
８

９

曜日
予定
６ 水 第１３７８回 例会 クラブフォーラム 親睦活動小委員会
１３ 水 例会休会 お盆休み

時間他
１３：３０～定例理事会
事務局夏季休業 １３～１５日

２０

水

第１３７９回 例会 クラブフォーラム会員組織委員会「増強バズセッション」 １３：３０～第１２回ＩＭ実行委員会

２３

土

納涼会 箕面川床「礒よし」 １８：００～ 現地集合

２７

水

第１３８０回 例会 「トルコ コサカ村プロジェクト報告」安井会員 １３：３０～絵画クラブレッスン

３

水

第１３８１回 例会 クラブフォーラム クラブ運営委員会

１３：３０～定例理事会

１０

水

第１３８２回 例会 「交通安全教室」東淀川警察署

１３：３０～第１３回ＩＭ実行委員会
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

