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■ 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
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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 1385 回例会／2014 年 10 月 1 日
本日の世界の言葉
「トゥリマカシー Terima kasih」
（インドネシア語）
標
語
「Light up Rotary」

第 1384 回例会報告 （9 月 24 日）
■司会進行

SAA 片岡会員

■唱

歌

SAA 山路会員

■来賓紹介

SAA 山路会員

会

友

松尾 寛 様

「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 ｢もみじ｣
秋の夕日に 照る山もみじ
濃いも薄いも 数ある中に
松をいろどる 楓や蔦は
山の麓の 裾模様
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

「ロータリーに輝きを」
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■出席者報告
第 1384 回例会
会員数 33 名
出席数 25 名

SAA 片岡会員
2014 年 9 月 24 日
出席率 81.82％
欠席数 6 名

出席免除会員欠席数 2 名

第 1383 回例会（9/17）
メ－クアップ 3 名 修正出席率 84.85%
9/14 田中会員
9/14 谷口会員
9/14 花原会員

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
2014.9.24

米

山

ボ

ッ

ク

本日の合計
今年度累計

ス

0円
47,000 円

ニ コ ニ コ 箱

報

■SAA

告
山路 会員

田中会員
横田会員

前回欠席のお詫び。
誕生月を迎え、又新たな出発だ。
本日の合計
今年度累計

6,000 円
376,000 円

花原会員、中川会員マルチプルＰＨＦ認証おめでとうございます！

先日、女子プロゴルフのメジャー大会である「コニカミノル
タ杯」が私が２６年間ホームコースとしている美奈木ＧＣで４
日間行われました。テレビ放映されるとなると、皆さまもご
覧になった事があると思いますが、女子プロがドライバー
ショットを放つとフェアウェイをコンコンと随分と転がってい
きます。これは裏話ではありますが、ドライバーが転がって
いるのを放映するのはホールが決まっていて、ちょうどボ
ールの落ち所をローラーで地面を固めて転がりやすくして
います。ホールインワンの賞金がかかっているショートホー
ルも、実はグリーンを少し軟らかめにセッティングしており、
グリーンに落下したボールがピタッと止まり易いようにして
います。またその方がテレビ映り的にも良いですが、転が
らない分ホールインワンは出にくくなっています。
実際、コニカミノルタ杯においても賞金のかかっていない
ショートホールではホールインワンをイ・ボミ選手が達成し
ましたが、テレビに映るホールでは達成者がいませんでし
た。
こういった事を理解したうえで放映を見るのもまた面白いも
のかと思います。

■災害復興Ｐ基金報告

９月 ２４日

１，０００円

■幹事報告

幹事

久富 義郎

・４月１９日に開催されました、「地区協議会」の記録書が
届きました。当日出席された各委員長のメールボックス
に入れておきました。ご確認下さい。
・１２月５日、６日に行われます「地区大会」の案内を２２
日に全会員のご自宅あてに発送しました。６日の本会
議で予定されているコンサートについては、情報が外部
へ流出することの無いようにと、要請されております。御
協力よろしくお願いします。出欠を回覧します。ご家族
の出欠につきましても、申込書の右の方にご家族記入
欄を設けております。そちらにご記入ください。
・大阪そねざきＲＣより、例会変更のお知らせが届きまし
た。こちらも回覧します。
・先日皆様にお願いしました「広島土砂災害義援金」は
６４，０００円が集まりました。地区へ５８，０００円を送金、
残り６，０００円は災害Ｐ基金へ入金しました。
・ワシントン杯にて集めたチャリティ募金をロータリーの方
へ託して頂きました。合計７０，０００円を災害Ｐ基金へ
積み立てます。
・ＲＩ国際大会「サンパウロ大会」のパンフレットを近畿日
本ツーリストより頂いております。次回は旅行代など記
載したものを、再度届けて頂く予定です。

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
委
本日の合計
今年度累計
「ロータリーに輝きを」

0円
39,000 円

－2－

員

■親睦活動小委員会
■社会奉仕委員会

会

報

告
植田 誠 委員長
山路 高純 委員長

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

投稿コーナー

菅本 泰年会員より

【ロータリーファミリー活動】
『正副委員長会議』のご報告

9/20(土)、正副委員長会議が薬業年金会館にて行われ、
ローターアクターも参加いたしました。
正副委員長会議とは提唱 RC、未提唱 RC の青少年奉仕
委員長、ローターアクト委員長が集まり、青少年奉仕(ロー
ターアクト)について話し合う場です。
第一部では、全国統一アクトの際に作成した PV とともに約
20 分間、RAC の PR を代表の北島さんが行いました。
・RAC に入会すればできる事
卓 話
・RAC の魅力
・サポートシステムの更なる推進
・ロータリーファミリーの更なる関係強化
IM 実行委員会「インターシティミーティングについて」
また、地区青少年活動委員会の井上委員長、地区社会奉
花原 昭弘 委員長
仕委員会の脇委員長にも地区内における RAC の重要性、
片岡 重裕 IM SAA 担当委員長
必要性を語っていただきました。
第二部では、ローターアクト出身のロータリアンの方々によ
るパネルディスカッションが行われました。
RAC の目的の一つでもある「次世代のロータリアンの育
成」について、ローターアクトの経験がロータリークラブでど
のように活かされるのか等、お話をいたしました。
第三部はワークショップを行いました。
IM に分かれ、そこにローターアクターも加わり、各議題に
ついて意見を述べたり、ロータリアンからの質問にローター
アクターが答えておりました。
未提唱 RC との交流は簡単ではありません。
各クラブの活動を未提唱 RC にどんどん PR していきましょ
う！
１０月１８日開催の「２０１４～１５年度インターシティミー
泉ガバナーの御挨拶、立野ガバナーエレクトの講評からも ティング」を主管するに当り、当日の役割別タイムスケジュ
RAC を活用していきましょう！というお言葉をいただきまし ールの説明を行いました。例会欠席会員には資料をメー
た。
ルボックスへ入れておきましたので、必ずご確認下さい。
（会報小委員会）
「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
～和食～
北海道近海 秋刀魚のレモン酢〆

次週のプログラム

お刺身盛合せ 『彩』
鮪 鯛 イカ
“秋” サーモンのポワレに野菜のトマト煮
第 1385 回例会／2014 年 10 月 8 日
蕪旨煮に北海帆立貝柱 べっ甲あんかけ
牛ロース肉のディアブル仕立てに
北海道カマンベールチーズのフライを添えて
ご飯 香物 味噌汁
デザート 抹茶プリンに北海道あずきソース
珈琲

◆世界の言葉
「トゥリマカシー Terima kasih」
（インドネシア語）
◆国歌斉唱 「君が代」
◆唱 歌
「もみじ」
◆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

１０月のバースデーロータリアン

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

＊＊＊ エンブレムの囁き ＊＊＊
１０月２５日
１０月２６日

稲田会員
吉田会員

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
１０

日

曜日
予定
１ 水 第１３８５回 例会 IM 実行委員会
４ 土 ｢琵琶湖一周歩こう会｣(鯖大作戦)第４回

時間他
１３：３０～定例理事会
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

１５

水

第１３８７回 例会 ＩＭ実行委員会

１３：３０～絵画クラブレッスン

１８

土

２０１４～１５年度インターシティミーティング １３：００～（現地集合９：００）

於コングレコンベンションセンター

２２

水

第１３８８回 例会 「インターシティミーティングを振り返って」

大輪ゴルフ大会（於宝塚ＧＧ）９：０５スタート

２９

水

例会休会

１２：００～１２：３０ＭＵ受付
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

