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四つのテスト
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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 1379 回例会／2014 年 8 月 20 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」
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

話
第２回クラブフォーラム
会員組織委員会「増強バズセッション」
遠藤増強委員長
花原ＩＭ実行委員長
片岡３０周年増強委員長

「ロータリーに輝きを」
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第 1378 回例会報告 （8 月 6 日）
■司会進行

SAA 村木会員

■唱

歌

SAA 横田会員

■来賓紹介

SAA 横田会員

会 友

松尾 寛 様

■出席者報告
第 1378 回例会
会員数 33 名
出席数 23 名

SAA 村木会員
2014 年 8 月 6 日
出席率 78.79％
欠席数 7 名

出席免除会員欠席数 3 名

7/10
7/17
7/23
8/04

第 1377 回例会（7/23）
メ－クアップ 4 名 修正出席率 90.91%
安井会員
松川会員
鋳方会員
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
2014.8.6

誌面の都合により、内容は次週掲載します。
（会報小委員会）

■災害復興Ｐ基金報告

８月 ６日

２，０００円

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
遠藤会員、久富会員、村木会員、村角会員
本日の合計
今年度累計

4,000 円
25,000 円

■幹事報告

山

ボ

ッ

ク

ス

久富 義郎

・地区大会の案内チラシが届きましたので、メールボック
スへ配布しておきました。正式なパンフレットは９月末
頃到着の予定です。登録申込はその時に行いますが、
皆様予定に入れて頂くようお願いします。
・８月の予定表を本日配布しております。ご確認下さい。
・７月１日に開催されました淀輪会ゴルフコンペにご参加
いただきました方へ、ホストクラブ大阪東淀ちゃやまち
ＲＣより収支決算、領収証、写真が届きましたので、こ
れもボックスへ入れておきました。
・次週１３日の例会はお盆休会です。次回は８月２０日で
す。
・本日例会終了後、定例理事会を行いますので、理事
の皆様、ご参集ください。

委
米

幹事

員

会

報

■絵画クラブ

告

谷口 光夫 会員

遠藤会員、久富会員、村木会員、村角会員
本日の合計
今年度累計

4,000 円
35,000 円

今月の絵画クラブレッスンは、８月２７日に変更させて頂
きます。

卓
ニ コ ニ コ 箱
■SAA

報

告
中川 会員

月初。
暑中お見舞い申し上げます。
熱いですネ。負けないで、夏を乗り切
りましょう。
松川会員 暑中お見舞い申し上げます。
松本（圭）会員
毎日、暑い日が続きますが
皆様にはお体にお気をつけて下さ
い。
三島会員 先日、整肢学院欠席のお詫び。
村木会員 月初につき。
村角会員 毎日蒸し暑い日が続きますが、熱中
症にかからぬよう注意しましょう。
山路会員 前回欠席のお詫び。

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

稲田会員
遠藤会員
久富会員

本日の合計
今年度累計
「ロータリーに輝きを」

27,000 円
231,000 円
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2014 年度 インフォーマルミーティング
テーマ 「ロータリアンになろう」
開催日：7 月 23 日、24 日 大阪コロナホテル
○入会する前は敷居が高いと思っていた。入会後、先輩
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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から人の修行の場と教わった。安心できる人達と一緒にい
て自分をさらけ出すことができ、何と言ってもいい人が沢山
いる。
○整肢学院の夏祭りのように、部分的な援助は可能だが
全面的な支えをするのは負担である
○ある人から、ロータリアンは奉仕の心ゼロ、感謝の心ゼロ
と聞かされた。自分はまだそれが事実か確認できていな
い。
○ロータリーに入会すれば、お金を出せば済むと考えてい
た。ライオンズからも声を掛けられていたのでいずれも断っ
ていた。実際入会してみて、難しいことは言わず参加して
みればわかると言う気がする。いろんな人がいて面白い。
○全ての人が全ての人を認めている。(全てを受け入れて
いる)
○松下幸之助さんは毎週「ロータリーへ勉強しに行って来
る」と出かけて行ったと聞く。ロータリアンとは作り上げてい
くもの。
○ロータリアンは仕事のノウハウを沢山持っており、これは
社会奉仕に活用することができる。
○入会して 10 年程になるが、まだロータリアンとはどのよう
なものかよく分からない。
○ロータリアンは人として紳士であり、常識人であるべき。
○ロータリークラブは住み心地がよく、職場でのストレス解
消になる。「一隅を照らす」という言葉があるが、それが広
がれば世の中が良くなる。仕事では、人が喜んでくれ、そ
の結果自分が喜べる。その心で 80 歳まで進化していきた
い。
○ロータリーの活動に参加するのに凄いお金がいるとは思
わない。お金を使わなくてもバランス良くできる団体。団体
で奉仕するのではなく、奉仕する人の団体。実際に国際
奉仕活動に着手してみると、地区からアイデアと資金をい
ただき、手続きについても教えてもらった。自分がやろうと
する可能性が広がり、達成感を味わえる。まず、自分でプ
ロジェクトを考えやってみる。今、いろんな相談を受ける立
場になってみると、素晴らしい人がわざわざ足を運んでき
てくれる。
○誰しも幸せになりたいと考える。仕事、物、心、共に豊か
になるための手段である。そして、仕事を通じて世の中に
認められる人間になることが大切。天狗になると壁に突き
当たる。人間には長所と短所がありそれを見つめることに
より謙虚になれる。ロータリアンは仕事を通して世の中に貢
献し喜ばすことができる。毎日目標を持って努力すること
が大切。
○3 年ほど前から檀家の役員をさせて頂くことにより、自然
と奉仕の気持ちが持てるようになった。
○仕事だけでは寂しい。ロータリーに入っていろんな活動
があり、勉強になり、奉仕の心が少し芽生えた
○ライオンズを辞めてから声を掛けられ入った。ライオンズ
と違い、例会では奉仕活動の話題が中心で、仕事の話し
をすることが少ない。
○奉仕は自分からするだけでなく、まず自分が前に出てそ
「ロータリーに輝きを」
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して人にお願いをすることも大切と思った。本気であれば、
①たいてのことはできる ②きっと面白い ③誰かが手助
けしてくれる。
○ロータリーは基本、その職業では地域の№１であるから、
地域の同業他社に対する影響も大きい。
○「人知れずして徳を積む」といったように、ロータリーの精
神と「論語」には共通性がある。
○素晴らしいロータリアン＝ちゃんとした社会人 になる為
に努力することが大事であると思う。
○過去の経験からロータリアンに対して怒りの感情があり
好きでない。
○いろんなタイプがいてわからないし、上が決めたことを聞
くような型にはまる気もない
○ロータリアンとは・・・損得ではなく、目の前に困っている
人がいたらちゃんと助ける。時間を犠牲にしてでも世の中
に貢献できる人。
○職業を通じてロータリーの精神をどう生かしていくか
○次世代を育てていき、他のクラブとも仲間意識を高める
ことが大事なのでは
○ロータリーとは・・・人格形成の場である。目標は金でも
地位でもない「ちゃんとした人間になること」
○「継続が命！！」まずは 5 年間継続してみる。
○ロータリー間の親睦、交流も大切ではあるが、以外の
方々との交流、そして理解を得ることも大切かと思う。もっと
身近に感じて頂く
先日の合同委員会でも話に出ましたが、これからもこのテ
ーマに対し、継続して答えを探すことも必要かと思います。
これからの親睦行事予定

（作：植田委員長）
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第４０回 健康家族の会

「霊峰 加賀白山」
ほほ

＝霊峰は

厚き雲巻き

笑 えまず＝

① 白山神社

② 永井旅館玄関

9 時に松尾歯科を 5 人 1 台で出発。名神から北陸道を
通り、12 時に福井北 IC をでました。近くの恐竜メモリアル
パークを通り、勝山城横のラブリー牧場でジェラード・ソフ
ト・ミルクプリンを食べて小休息。白山平泉寺は、霊峰白山
の登拝口に開かれた、白山信仰拠点寺院で、境内にはり
っぱな杉木立の並木と、苔むした石段が続き、一帯が白
山国立公園に指定されています。
16 時に白山登山口にある一軒宿、白山温泉「永井旅
館」（写真②）に到着。さっそく温泉へ。温度差のある 2 種
「ロータリーに輝きを」
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類の源泉があり、浴槽を 2 つに仕切って、掛け流しの檜風
呂でした。夕食は、山菜や川魚料理で、ニジマスの造りや
イワナの塩焼きをおいしくいただきました。明日にそなえて
21 時に就寝。
18 日（金）、5 時に起床しましたが、あいにくの雨。宿の
主人に聞くと、本日も明日も雨模様で、天気の回復は見込
めないとの事でした。リーダーはここまで来て残念だけど、
登山を断念。温泉に入り朝食。しばらくすると雨がやんで
来たので、別当の出合まで車を走らせ、登山靴にはきかえ、
2 時間くらい山道を歩きました。（写真③、④）
近くの白峰温泉地区をぶらぶら散策し、「吉野工芸の
里」では、和紙やガラス・陶芸を見学。かわいい取り皿を買
いました。1 車線しかない細い崖道を進む事 30 分、16 時
40 分に石川県 中宮温泉「にしやま旅館」（写真⑤）に着き
ました。
白山スーパー林道の入口にあり、12 月～4 月までは積
雪の為、閉鎖されるほど山中の谷間にある温泉です。旅
館は 2 軒しかなく「日本の秘湯を守る会」に入っています。
さっそく森林をながめながら掛け流しの露天風呂へ。
夕食は、ここも川魚料理で、ニジマスの造りやイワナの
塩焼・山菜のてんぷらと、名物の固どうふの揚げ出し等が
出て、リーダーが持ってきた 24 缶のビールがどんどん少な
くなってきました。
19 日（土）、朝食に名物「温泉朝粥」をいただき出発。白
山スーパー林道では、落差 86m のふくべの滝、幅 100m・
落差 76m の姥（ウバ）ヶ滝（写真⑥）、白川郷展望台では、
白川郷が眼下に広がり、立山連邦・穂高連邦が見られまし
た。
飛騨荘川の手打ちそば街道の「蕎麦正」で源流そばの
板そばを食べました。おいしかった！！九頭竜湖から九頭
竜川沿いに福井 IC へ。
丸岡 IC を出て、丸岡城（写真⑦）へ。丸岡城は、現存
天守閣では最古の建築様式をもつ平山城で国の重要文
化財に指定されています。17 時を過ぎていたので、残念
ながら内部を見学する事は出来ませんでした。
丸岡 IC から北陸道を北へ、片山津 IC を出て 10 分、柴
山潟に面した本日の宿「ダイヤモンド片山津ソサエティ」に
17 時 45 分に着きました。さっそく、大浴場と露天風呂で手
足をのばし、3 日間の疲れを癒しました。夕食は大石さん
がすごいご馳走をオーダーしていて、とても食べきれない
ぐらいで、ワインもどんどん進みました。
20 日（日）は、5 時起床し、ホテルの前にある柴山潟を
小雨の中、傘をさして朝の散歩です。片山津温泉街は大
きなホテルや企業の厚生施設が閉鎖されていて、寂しい
かぎりです。
1 時間半で 1 周して、すぐホテルに隣接するグランドゴ
ルフで 1 時間、ワイワイ遊びました。（写真⑧）風呂に入っ
て汗を流し、朝食後、10 時過ぎにホテルを出発しました。
片山津の東尋坊（写真⑨）に行くと、温泉街より多くの人々
が来られ、賑わっていました。
高速で帰るのも楽しくないので、日本海沿いに国道 305
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号線を敦賀まで、夏休みに入った日曜日なのか、海岸で
は海水浴とダイバーが多数でていました。越前大漁の「ご
っつお亭」で魚が山盛りの海鮮丼を食べ、敦賀 IC から吹
田 IC へ。
大阪に近づくと、雨足が強くなって来たので、それぞれ
の家まで送って行き、最後に桃山台で解散しました。
あんなに楽しみにしていた白山に登る事が出来ず残念
でしたが、4 日間のドライブ旅行で、色々な所を巡ったり、
温泉三昧で楽しい旅でした。

⑥ 姥ヶ滝

③ 吊り橋の上

④ 山の中
⑦ 丸岡城

⑤ にしやま旅館ロビー

「ロータリーに輝きを」

⑧ グランドゴルフ
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次週のプログラム

第 1380 回例会／2014 年 8 月 27 日
◆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」

⑨ 東尋坊

本日のメニュー
～和食～
鰻と胡瓜の酢の物
お刺身盛合せ 鮪 間八

◆卓

話
「トルココサカ村水供給プロジェクト報告」
安井 一男 会員

烏賊

すずきの塩麹焼き
豚バラ肉のシャブシャブサラダ
ローストビーフに焼松茸
御飯 香物 味噌汁

＊＊＊ エンブレムの囁き ＊＊＊

デザート フルーツ杏仁

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
８

９

曜日
予定
時間他
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
１８：００～ 現地集合
２３ 土 納涼会 箕面川床「礒よし」
２４

日

「琵琶湖一周歩こう会」（鯖作戦）第３回

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

３１

日

第４１回健康家族の会「東六甲縦走路」

８：３０ 阪急芦屋川駅改札口集合

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

９：３０ ＪＲ堅田駅集合

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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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

