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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 1381 回例会／2014 年 9 月 3 日
本日の世界の言葉
「ダンク・ユー Dank u」 （オランダ語）
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 ｢R-O-T-A-R-Y｣
R-O-T-A-R-Y That spells Rotary,
R-O-T-A-R-Y Is known on land and sea,
From North to South, From East to West,
He profits most who serves the best,
R-O-T-A-R-Y That spells Rotary
卓

話
第３回クラブフォーラム
クラブ運営委員会
村角 末義 委員長

「ロータリーに輝きを」
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第 1380 回例会報告 （8 月 27 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

■出席者報告
第 1380 回例会
会員数 33 名
出席数 23 名

辻本 嘉助 様

SAA 村木会員
2014 年 8 月 27 日
出席率 81.82％
欠席数 6 名

出席免除会員欠席数 4 名

8/23
8/23
8/23
8/23

第 1379 回例会（8/20）
メ－クアップ 5 名 修正出席率 90.91%
菅本会員
8/24 松本（正）会員
武市会員
山路会員
山本会員
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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
2014.8.27

が世間の人はその反対の事を言います。
という親鸞聖人の考えが記されてるわけです。
直訳は今回しませんが、私が思うにこの言葉の意味は、ほ
とんど普通の人は煩悩をぬぐい去る事は不可能で、阿弥
陀如来の意思はこの煩悩を捨てきれない悪人の方がひた
すら念仏にすがる訳だから救済するに値する。だから自分
で得を積んだと過信している善人よりも念仏にすがる悪人
の方が浄土往生出来るのですよと言っているのだと思って
います。
往生したら利他のためにまたこの世に戻ってきて世間に対
して奉仕する。
今上天皇の思想の基本となる利他の心は陛下の教育責
任者であった小泉信三先生の教えです。
ロータリーの心と相通じるものがあると思いませんか？

■災害復興Ｐ基金報告

８月 ２７日

２，０００円

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ

田中会員、山本会員、湯浅会員
本日の合計
今年度累計

3,000 円
31,000 円

生尾会長と８月が誕生月の遠藤会員（写真上：８/６撮影）、
山根会員（写真下：８/２７撮影）

米

山

ボ

ッ

ク

ス

歎異抄といって、親鸞聖人と一緒に説法をして回った唯円
山本会員、湯浅会員
というお坊さんが親鸞聖人の言葉を書き記したと言われて
る本があります。
本日の合計
2,000 円
一説には親鸞聖人の息子善鸞が関東地方で説法に行脚
今年度累計
39,000
円
していたが間違った教えをしだしたので、それを諭すため
に息子善鸞への義絶状と共に書き記した書とも言われて
います。
その第３条に「善人なをもて往生をとぐ、いわんや悪人をや。
ニ コ ニ コ 箱
報
告
しかるを世の人常にいわく、悪人なを往生す、いかにいわ
■SAA
三島 会員
んや善人をや」
みなさん、聞いたことがあるでしょう。
大石会員 本日都合により早退いたします。
善人ですら極楽浄土へ行くことができる。まして悪人は極
菅本会員 先日は、植田さんお疲れ様でした。
楽浄土へ行けるのは当然ではないか。と私は思うのです
「ロータリーに輝きを」
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田中会員

久富会員
松川会員
安井会員

山路会員
山本会員
山根会員
湯浅会員

箕面納涼床楽しかったです。少し飲
みすぎました。翌日の歩こう会、体が
重たかったです。
川床料理、歩く会も雨をうまく避けて
遊べました。感謝。
太田さん、お世話になりました。
8/２３クラブ国際奉仕委員長会議を
開催しました。松川ガバナー補佐エ
レクト、中川国際奉仕委員長出席有
難うございました。
前回欠席のお詫び。
盆行事も無事こなし、先日の箕面の
納涼会にも参加でき、健康有り難う！
久しぶりで申し訳ありません。
山根先生、出席有難うございます。こ
れからも時間のある限りよろしくお願
いします。
本日の合計
今年度累計

■幹事報告

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

32,000 円
285,000 円
幹事

久富 義郎

・本日は報告はありません。

安井会員がパワーポイントにて作成され、説明されました
内容を、抜粋して別紙で綴じ込んでおります。そちらをご
覧ください。
（会報小委員会）
■９月のバースデーロータリアン

委

員

会

報

■社会奉仕委員会

告
山路 高純 委員長

いよいよ来月９月１４日（日）に東淀川区民まつりが開催
されます。つきましては、盲導犬チャリティバザーを行い、
育成機関である日本ライトハウスにその集めた収益金を寄
贈したいと思いますので、お一人３品以上の提供品をお願
いします。

「ロータリーに輝きを」
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９月 ３日
９月１６日
９月１９日
９月２５日

谷口会員
村角会員
鋳方会員
横田会員
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本日のメニュー
～和食～
北海道産イクラの醤油漬

次週のプログラム

鮪のピリ辛漬け
秋鮭の白酒焼き
第 1382 回例会／2014 年 9 月 10 日
米茄子と北海道産帆立貝柱の蟹あんかけ
◆世界の言葉
「ダンク・ユー Dank u」
（オランダ語）
◆国歌斉唱 「君が代」
◆唱 歌 「R-O-T-A-R-Y」

牛ロース肉のシャリアピン 北海道北あかりとチー
ズを添えて
ご飯 味噌汁 香物

◆卓

デザート 北海道十勝つぶあんプリンに抹茶アイス

話
「交通安全教室」
東淀川警察署 交通課長
警部 山田 雪巳 様

イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower 他
・（C）ikoi・Miho´s house 他

寄贈品の御協力をおねがいします！

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

＊＊＊ 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。

９月１４日（日） 東淀川区民まつり

予定表

月

日
９

１０

曜日
予定
３ 水 第１３８１回 例会 クラブフォーラム クラブ運営委員会
１０ 水 第１３８２回 例会 「交通安全教室」東淀川警察署
１４ 日 東淀川区民まつり「盲導犬育成バザー」

時間他
１３：３０～定例理事会
１３：３０～第１３回ＩＭ実行委員会
開催時間は１３：００～１６：１０

１７

水

第１３８３回 例会 公開卓話「脱税事件こぼれ話」中尾 巧先生

１９

金

親睦ゴルフコンペ 於よみうりカントリークラブ

２４

水

第１３８４回 例会 ３０周年事業実行委員会

１３：３０～絵画クラブレッスン

１

水

第１３８５回 例会 クラブフォーラム 職業奉仕委員会

１３：３０～定例理事会

例会終了１４：００

イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower・Miho´s house 他
・（C）ikoi・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
・ [素材大好き.com]http://www.sozaidaisuki.com 他

ゲイリー・C.K.ホアン

