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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 1383 回例会／2014 年 9 月 17 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」

第 1382 回例会報告 （9 月 17 日）
■司会進行
SAA 片岡会員
■唱

歌

SAA 横山会員

■来賓紹介

SAA 山本会員

本日の卓話ゲスト

「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
公開卓話
「脱税事件こぼれ話」
中尾 巧 先生

「ロータリーに輝きを」

■出席者報告
第 1382 回例会
会員数 33 名
出席数 27 名

SAA 片岡会員
2014 年 9 月 10 日
出席率 87.88％
欠席数 4 名

出席免除会員欠席数 2 名

8/23
8/23
9/02
9/03

－1－

東淀川警察署 交通課長
警部 山田 雪巳 様

第 1381 回例会（9/3）
メ－クアップ 7 名 修正出席率 90.91%
松本（圭）会員
9/14 遠藤会員
村木会員
9/14 武市会員
中川会員
9/14 松本（正）会員
片岡会員

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

会長エレクト

久富 義郎
2014.9.10

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ

鋳方会員、北野会員、村木会員、山本会員
本日の合計
今年度累計

米

山

4,000 円
37,000 円

ボ

ッ

ク

ス

鋳方会員、北野会員、村木会員、山本会員
本日の合計
今年度累計

4,000 円
45,000 円

皆さんこんにちは。生尾会長が体調不良でお休みですの
で、私が代役を務めます。
この 2-3 日錦織圭君の全米オープンテニスで大活躍の話
ニ コ ニ コ 箱
報
告
題でもちきりです。日本人初の決勝進出で、期待は膨らみ
ましたが、決勝は自分のテニスをさせてもらえず、残念な
山路 会員
がら完敗でした。対戦成績の良い相手だということで、精 ■SAA
神的に隙があったのかもしれません。外よりも内の問題の
鋳方会員 この所休みがちで申し訳ありません。
ほうが怖いのは個人でも、組織でも明らかです。次回は頑
できるだけ出席したいと思います。ど
張って、優勝を期待したいものです。ゴルフでは松山君、
うぞ宜しくお願い致します
野球では田中君若い人が大活躍で我々も元気をもらって
お世話になります。
います。
遠藤会員 前回欠席のお詫び。
先日 9/6 に地区米山セミナーに会長とともに出席してきま
北野会員 東淀川警察 山田課長、よろしくおね
した。外国人留学生支援・交流を通じて国を超えた信頼関
がいします。
係を築き、世界平和を願っている「心」を育てるというのが
村角会員 妻の誕生日に美しい花をありがとう。
米山奨学生事業です。寄付金が減っている現状があり、
山本会員 恙無く一ヶ月が過ぎました。
2660 地区でも２０１４年は新奨学生は 25 人で１３の国と地
吉田会員 交通課長をお迎えして。
域から来ている現状です。45 のクラブが奨学生の受け入
れを希望しているのですが、資金不足で希望に添えない
本日の合計
22,000 円
状況です。今年採用の奨学生は全国で７２４人で年間１３
今年度累計
355,000 円
億円の事業です。若者を育てることが世界平和の一助に
なることを考えていただき、年間３万円を目標に寄付をお
■幹事報告
幹事
久富 義郎
願いしたいと結ばれました。我々もがんばって寄付をしまし
ょう。御静聴ありがとうございました。
・先週９月３日開催の理事会議事録をメールボックスに
入れております。ご確認をお願いします。
・先月の広島県土砂災害に対する義援金を集めたいと
思いますので、募金箱を回覧します。ガバナー事務所
を通じてロータリー広島地区へ送金されます。
■災害復興Ｐ基金報告
９月 １０日
３，０００円
・大阪堂島ＲＣより移動例会のお知らせが届きました。回
覧します。

「ロータリーに輝きを」
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新大阪ロータリークラブ
委

員

会

報

■社会奉仕委員会

告
山路 高純 委員長

東淀川区民まつりのタイムスケジュールより、お手伝いい
ただく方は１２時集合となっております。役割として、奥様
方の値決めと販売の方をお願いします。あと募金箱を持っ
て会場内で回っていただく方や、バルーンアートを作って
楽しませていただく方など、案内に書いてありますのでご
確認くださいませ。打上げも地図を付けてありますのでよろ
しくお願いします。
■ローターアクト小委員会

菅本 泰年 委員長

社会奉仕委員会担当の９月１４日東淀川区民まつりに大
阪淀川ローターアクトのメンバーが参加して頂けます。党ク
ラブはローターアクトはございませんので、ぜひ今回のイ
ベントでローターアクトを知って頂き、交流を持って頂きた
いと思います。
■ＩＭ実行委員会

花原 昭弘 委員長

本日例会終了後、第１３回実行委員会を開催します。

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」
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新大阪ロータリークラブ
本日のメニュー
～和食～
お刺身盛合せ 鮪 間八 甘海老

次週のプログラム

“秋”サワラの柚庵焼き
知床鶏の照り焼き
第 1384 回例会／2014 年 9 月 24 日

牛ロース肉の網焼き 北海道大根旨煮を添えて

◆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 「四つのテスト」

サーモンの炙り茶漬けと香物
デザート 北海道牛乳杏仁
珈琲

◆卓

話
IM 実行委員会
花原 昭弘 委員長
片岡 重裕 IM SAA 担当委員長

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

予定表

月

日
９

１０

曜日
予定
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 IM 実行委員会

時間他
例会終了１４：００

１３：３０～絵画クラブレッスン

２８

日

第４２回健康家族の会「山野草の宝庫 赤坂山」

８：００松尾歯科駐車場

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

４

土

｢琵琶湖一周歩こう会｣(鯖大作戦)第４回

９：３０ＪＲ湖西線近江舞子駅集合

８

水

第１３８６回 例会 ＩＭ実行委員会

１３：３０～第１４回ＩＭ実行委員会
イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower 他
ｂｌｕｅｄａｉｓｙ他

「ロータリーに輝きを」
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2014～15 年度
ゲイリー・C.K.ホアン
Miho´s国際ロータリー会長
house 他
・（C）ikoi・他

