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〒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
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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 1382 回例会／2014 年 9 月 10 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」
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
「交通安全教室」
東淀川警察署 交通課長
警部 山田 雪巳 様

「ロータリーに輝きを」

■司会進行
■唱

歌

SAA 山本会員

■来賓紹介

SAA 山本会員

伊丹ＲＣ
大阪北梅田ＲＣ
大阪淀川ＲＣ
大阪淀川ＲＡＣ
■出席者報告
第 1381 回例会
会員数 33 名
出席数 21 名

冨田 茂
寺岡 龍彦
林 志織
藤井 遼介

様
様
様
様

SAA 横山会員
2014 年 9 月 3 日
出席率 75.76％
欠席数 8 名

出席免除会員欠席数 4 名

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

－1－

第 1381 回例会報告 （9 月 3 日）
SAA 横山会員

第 1380 回例会（8/27）
メ－クアップ 5 名 修正出席率 90.91%
植田会員
8/23 吉田会員
中川会員
松川会員
横山会員

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
2014.9.3

としてその損害額を算定せざるを得ないわけです。
しかし「物」だとしても他人の財物を壊してはいけませんか
ら、これは罪になります。
私は犬を２匹飼っています。１０歳と４歳のミニチュアダック
スフンドです。
週に２回保育園に通っています。
連絡帳にはその日の出来事を写真付きで報告してくれま
す。
今日は誰とボール遊びをしたとか、誰々君と追いかけっこ
をしていたとか・・・。
そんな彼らが車に轢かれたとしたら、彼らに過失が無く傷
つけられたとしたら
私は「物」として加害者と交渉できるのか・・・

■災害復興Ｐ基金報告

９月 ３日

１，０００円

生尾会長と９月が誕生月の谷口会員、村角会員、横田会員

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ

村角会員、山本会員
本日の合計
今年度累計

米

太田新会員推薦者の松川会員にＲＩより表彰バッジが贈られました。

山

2,000 円
33,000 円

ボ

ッ

ク

ス

村角会員、山本会員

本日の合計
2,000 円
盲導犬がフォークか何かで刺されたと新聞やテレビで報道
今年度累計
41,000
円
されていました。
一頭でも多くの盲導犬を育て、世に出てもらうために微力
とはいえ協力している我々から見ればとんでもない話で
す。
ニ コ ニ コ 箱
報
告
仕事柄、交通事故で飼い犬が怪我をしたり死んでしまう事
山路 会員
例をよく扱います。ここにも法律の専門家がいらっしゃいま ■SAA
すが、残念ながら我々はたとえ家族として生活していても、
伊丹ＲＣ富田茂様
動物を「物」として判断します。
お世話になります。
ですから怪我の治療費も買値を上回る事は認められませ
稲田会員 月初にて。
んし、亡くなったとしても買値から償却して時価を算出しま
大石会員 花原さん、ご回復おめでとうございま
す。
す。
長い時間一緒に生活し、愛情が増してくるにも拘らず「物」
「ロータリーに輝きを」
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菅本会員

谷口会員
花原会員

久富会員
三島会員
村角会員
山路会員
山本会員

横山会員

うれしいことがありました。憧れのボデ
ィビルダー神田知子選手とお会いす
ることができました。とてもすてきな方
でした。
誕生日を迎えました。昔流に言えば、
古希です。
六甲 荒地山で初めてフリークライミ
ング（金具もロープも使わず素手で岩
を登る）をしました。今日も両足が筋
肉痛です。
熱い夏終りました。９月です。さびしい
秋を楽しくやりましょう。
涼しくなりました。有り難いです。
９月に入り、朝夕めっきり涼しくなりま
した。
昨日合同会議あり、皆さんお疲れ様
でした。
先頃までは涼しかったのに、又、暑さ
が戻って来たようです。大雨の災害
に遭われた人々には、ほんとにご苦
労様と・・・。
前回欠席のお詫び。
本日の合計
今年度累計

■幹事報告

②９月１９日親睦ゴルフ確認
③１１月２、３日家族旅行の日程は決定です。
④１１月１０日オクトーバーフェスト決定です。
■ＩＭ実行委員会

花原 昭弘 委員長

１０月１８日（土）インターシティミーティングの出席表を回
覧いたしますので、よろしくお願いします。
■社会奉仕委員会

山路 高純 委員長

48,000 円
333,000 円
幹事

久富 義郎

・本日、９月の予定表をメールボックスに入れております。
行事の確認をお願いします。後程メールでも送信してお
きます。
・例会終了後、定例理事会を行いますので理事の皆様、
よろしくお願いします。

委

員

会

報

■親睦活動小委員会

告
植田 誠 委員長
９月１４日の東淀川区民まつりに行う「盲導犬育成の為の
チャリティバザー」に出展する品が集まってきております。
まだまだ少なく皆様の協力お願いします。
又、大阪淀川ローターアクトの藤井会長より協力して頂け
る声を頂戴しております。期待しております。

①箕面「納涼会」ありがとうございました。
「ロータリーに輝きを」
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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

私事で恐縮ですが、昨年の今頃、夏バテが原因なのか分
かりませんが、久富会員と話をしている最中に気分が悪く
なり、大阪回生病院で診察して貰ったところ胃潰瘍を発症
していることが判明し、１週間程入院し、治療を受けまし
た。
胃痛とかの自覚症状は全くありませんでした。私は、見か
けによらず、デリケートな性格の持ち主ですので、それが
夏バテと重なって発症したと自分なりに解釈しております。
さて、余談はさておき、本題の｢クラブ運営委員会｣につ
いての活動方針等について発表させて頂きますが、内容
につきましては、｢クラブ管理運営委員会の手引き｣、2014
～2015 年度の｢地区研修・協議会｣、｢地区委員会活動計
画書｣ならびに、2014 年 6 月 14 日(土)に開催された｢国際
ロータリー第 2660 地区 2014～2015 年度のための会員拡
大増強セミナー｣より抜粋、要約したものであることを、先ず
初めにお断りしておきます。
① 委員会の役割と責務について
手引き書によれば下記のごとく記載されております。
クラブ運営委員会の役割は、クラブの効果的な運営のた
めに活動することです。クラブが効果的に運営されてはじ
めて、地域社会に奉仕し、会員を維持し、クラブや知的、
ひいては国際ロータリーのリーダーとなる会員を育成する
ことができます。
委員会は、次のような責務を負います。
☆ クラブの年次目標達成を促すような委員会目標を
立てる。
☆ 例会や特別プログラムを企画する。
☆ 会員とのコミュニケーション(会報、情報発信、連絡)
を図る。
・今後のクラブ活動の予定を知らせる。
・クラブ会合と地区会合の概要を報告する。
「ロータリーに輝きを」
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・会員の祝い事など特別な記念日などを紹介すること
によって、親睦を育む。
・クラブと国際ロータリーが直面している重要な問題を
取り上げる。
☆ 会員間の親睦をはかるための行事や活動を企画
する。
・地区や地域のクラブをはじめ、世界中のロータリーク
ラブとの関係を築く。
・クラブの親睦や奉仕活動に、配偶者や家族にも参
加してもらう。
・紹介しやすいように、会合では名札を着用する。
・会員同士が全員と知り合えるよう、席の配置を順番
に変える。
☆ 出席を記録するためにクラブ幹事を援助する。
・会員にとって興味深く、重要性のある例会を企画す
る。
・欠席分をメークアップするよう奨励する。
・欠席した理由を尋ねる。
・模範的な出席記録を持つ会員を表彰する。
② 地区研修・協議会より
☆ 今年度のロータリーの標語
｢LIGHT UP ROTARY｣ ｢ロータリーに輝きを｣の意味
孔子の言葉の中から｢暗闇で黙って我慢するより、一本
でもローソクを灯した方がよい｣と言う言葉から ＲＩ会長の
ゲイリー・ホアン氏が考えられたとの事です。
☆ 2014－15 年度地区方針
ＲＩ第 2660 地区の具体的な地区テーマとして、泉ガ
バナーは｢ひとりひとりの輝きで、あなたの地域を輝か
そう｣と決定とされました。
具体的な方針として
・会員の増強→全てのクラブで純増 1 名の実現
・ＩＭの活用→近隣のクラブと親睦を深める重要な行
事である。
・エンドポリオへの協力
・ロータリデーの実施→市民祭り、区民祭りに参加
する場合ロータリーの活動であることをＰＲする。
・地域への奉仕、地域の活性化→地域に対する奉
仕活動、地域の人たちとの交流によりロータリーの認
知度を向上させ、会員の増強につなげる。
③ 地区委員会活動計画書よりクラブ奉仕部門のクラブ
奉仕・拡大増強委員会の活動計画及び会員拡大増強
セミナーについて
☆ 活動方針
会員の減少が続く中で、ロータリーの認知度や公
共イメージの向上とともに、会員拡大・増強の推進
の支援を行う。
☆ 活動計画
・2014－15 年度のための会員拡大・増強セミナーが
2014 年 6 月 14 日に行われ、高島パスト・ガバナーの
講演に続いて、会員増強、維持に力を発揮したクラ
ブや、合併したクラブ、新クラブの代表をパネリストと
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
する討論会があった。
パネリストとして選ばれたのは、大阪フレンドＲＣ(会員
増強に成功しているクラブ)、東大阪東ＲＣ(退会者ゼロの
秘訣)、大阪みおつくしＲＣ(ユニークなクラブ)及び大阪御
堂筋本町ＲＣ(合併に成功しているクラブ)の各クラブでし
た。
・地区主催の若いロータリアンの集会とロータリーフ
ェスティバルのサポート。
・広報委員会と協力して、ロータリーの認知度、公共
イメージの向上を高めるように努める。

「全国統一アクトの日参加のご報告」

我が新大阪ＲＣには、久富会員を委員長とする会員組
織委員会があり、そのもとに、遠藤会員を委員長とする会
員増強小委員会があります。
ご承知の事と存じますが、近年、ロータリークラブの会員数
は減少し続けています。この減少傾向に歯止めをかけ、増
加傾向に転じさせようとするのが、全てのロータリークラブ 9/7(日)、全国統一アクトの日に参加致しました。
の喫緊の課題なのです。国際ロータリー第 2660 地区の 第一部では「生活習慣病について学び健康的な体を作っ
クラブ奉仕部門が、活動方針として、｢会員の減少が続 て、献血を必要とする患者を減らそう」
く中で、ロータリーの認知度や公共イメージの向上とともに、 をテーマに講演を行いました。
会員拡大・増強の推進の支援を行う。｣としたのは、そのよ ＲＡＣメンバーは若いため意識が少ないようでしたが、ロー
うな理由によるもので、決して会員増強小委員会の職域を タリーメンバーは大変関心を持っておりました。
侵害しようとするものではないことを申し添えておきます。
適度な運動と食事の改善を注意しなければいけないと再
御清聴ありがとうございました。
認識致しました。

投稿コーナー

菅本 泰年会員より

「第一回地区職業奉仕委員長会議のご報告」

第二部ではＲＡＣメンバー増強や認知度を高めるための
PR 動画を作成。
グループ分けをして、PR のためＲＡＣの行事やＲＡＣ=奉仕
活動を通じて人との交流を深める
資料作りを致しました。
日々、奉仕の精神を強く持っているためか多くの意見を出
し合うことができました。

9/6(土)、第一回職業奉仕委員会に参加致しました。
今回は職業奉仕活動を実施しているクラブの発表と RC＝
職業奉仕の必要性についての委員長会議でした。
3/2 のクラブは積極的な活動をされていますが、当クラブ
を含め 3/1 のクラブは小活動もしくは検討中でありました。
「ロータリーに輝きを」
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本日のメニュー
～洋食～
北海道産帆立貝柱と真鯛のカルパッチョ
根室昆布と彩り野菜を添えて

次週のプログラム

牛フィレ肉のブレゼに北海道産インカのめざめ
北海の山わさびの香りをアクセントに
第 1383 回例会／2014 年 9 月 17 日

ロールパン＆フランスパン

◆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」

デセール 北海道十勝産生クリームを使った
桃のムース
珈琲

◆卓

話
公開卓話
「脱税事件こぼれ話」
中尾 巧 先生
（例会終了１４時）

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
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」集合１２：００

時間他
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

８

水

第１３８６回 例会 ＩＭ実行委員会

１３：３０～第１４回ＩＭ実行委員会

例会終了１４：００

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

「ロータリーに輝きを」
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2014～15
・（C）
ikoi・他

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

