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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
TEL:06-6305-1010／FAX:06-6301-2525／E-mail: shin-osaka.rc@blue.plala.or.jp
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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 1386 回例会／2014 年 10 月 8 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 1385 回例会報告 （10 月 1 日）
■司会進行

SAA 植田会員

■唱

歌

SAA 北野会員

■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」
唱

卓

■出席者報告
第 1385 回例会

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

会員数 33 名
出席数 25 名

出席率 87.88％
欠席数 4 名

出席免除会員欠席数 4 名

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」

SAA 植田会員
2014 年 10 月 1 日
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第 1384 回例会（9/24）
メ－クアップ 3 名 修正出席率 87.88%
09/14 安井会員
09/14 横山会員
10/04 松本（正）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 ■災害復興Ｐ基金報告
2014.10.1

１０月 １日

３，０００円

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ

鋳方会員、久富会員、村木会員、村角会員
本日の合計
今年度累計

米

生尾会長と１０月が誕生月の吉田会員、稲田会員

ボ

ッ

ク

ス

鋳方会員、久富会員、村木会員、村角会員
本日の合計
今年度累計

今年の８月の８日・９日・１０日と昨日噴火した御嶽山のふも
とというか向かい側というか、木曾駒高原に行ってきまし
た。
２か月ほど前に大雨で土石流が発生し、線路が流されニュ
ニ
ースでも報道されましたが、何人かが亡くなられ、私たちが
出発する２日前にやっと線路が復旧するほどの事故だっ ■SAA
たようです。
鋳方会員
到着してしまうとホテルから見える御嶽山の頂上は、登山
の心得のある方が気軽に登頂しようとする気持ちが、私に
稲田会員
でも分かるほど平らで穏やかな表情でした。
太田会員
亡くなられた方々のご冥福をお祈りするとともに一日でも
久富会員
早い救出を願います。
私のゴルフ旅行は２日目に台風が来ていて、中央本線の
特急列車が運休となったので急遽ゴルフを取りやめ各駅
停車の電車で帰阪しました。
今から考えるとあの辺りには多少地殻変動とかあったのか
も知れません。

山

4,000 円
43,000 円

三島会員
村木会員
村角会員
山路会員

コ ニ コ 箱

4,000 円
51,000 円

報

告

松本（圭） 会員
読書の秋、スポーツの秋、食欲の秋
になりました。無理をせずに大いに楽
しみましょう！
誕生月を迎え、又新たな出発だ。
恙無く一ヶ月が過ぎました。
秋本番です。ＩＭの月になりました。
協力して成功させましょう。
赤坂山、大変美しかったです。お世
話になりました。
月初につき。
食欲の秋になりました。肥り過ぎに注
意しましょう。
今月、2 回お休みさせていただきま
す。

私の仕事柄、傷害保険には運動危険級別というのがあり、
国内の山岳登はんをする際には割増料金がかかります。
本日の合計
26,000 円
他にはリュージュやボブスレー、ハングライダーなどに乗る
今年度累計
402,000 円
時も割り増しがかかります。
皆さんも個人もしくは法人で傷害保険に加入されている方
幹事
久富 義郎
で山に登られる方がいらっしゃれば事前に保険会社に報 ■幹事報告
告をしておいて下さい。
・１２月５日、６日に行われます「地区大会」の出欠を再度
「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
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。
・１０月の予定表をメールボックスに配布しておきました。
ご確認下さい。後程、メールでもお送りします。
・本日例会終了後、定例理事会を行います。

委

員

会

報

■親睦活動小委員会
■社会奉仕委員会

告
植田 誠 委員長
山路 高純 委員長

卓

話

IM 実行委員会「インターシティミーティングについて」
花原 昭弘 委員長
片岡 重裕 IM SAA 担当委員長

第４２回 健康家族の会

「赤坂山 珍道中」
朝 八時 ５名が十三に集合、さあ行こう・アレ三島さんか
ら電話？「もう名神の集合場所で待ってるよー」 早いワ。
落ち合って走ると 又 三島さんから電話 「古いカーナビ
がここで下りろと言うので下りたけど？」 早いワ、乗り直せ
しょうがなく途中の道端で 田中・松川が座って待っている
と 車がスーー 見落とし、運転手が気づいて Ｕターン。
ようやくマキノから登山開始、皆さん すごい足をしてる し
っかり歩く。
岩場もラクラク、でも頂上がすごい風との情報で 手前で
昼食、大石さんが居ない？先に頂上へ行ったな・・シメタ
帰ってきたら留守番をさせよ。荷物を見てもらい３人は頂
上へ・２人松尾・田中は飲み過ぎで途中までお花を摘み
に。
マッ この程度で下るかな・ダメ～。 寒風峠まで行く予
定でしょ！強風の中 遠い峠に行き（飲み過ぎを反省）
最後の下り１００ｍは全員後ろ歩きで下りました、太ももがイ
ターイ。 でもあの白谷温泉良かったね～、誰？そーっと
抜け出して ジェラードを盗み食いした奴は・ 糖尿組２人
でーす ゴメンナサイ。
（文：松尾会友）

先週のタイムスケジュール説明に続き、本日は実際の流れ
に沿って予行演習を行いました。
後 2 回、予行の時間を取っておりますので、当日の進行を
頭の中へ入れて臨んで下さい。
（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

次週のプログラム

～洋食～
間八と北海帆立貝柱のミルフィーユ
ずわい蟹と蟹味噌豆冨を添えて
フランス産ヴェルモット酒と
北海道生クリームを使った
真鯛と海老のデュグレレ風

第 1387 回例会／2014 年 10 月 15 日

パン 2 種とオリーヴオイルにフランス産ゲランド塩
デセール
北海道クリームチーズケーキにハスカップソース
マンゴーシャーベットを添えて
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
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
１０

１１

日

曜日
予定
８ 水 第１３８６回 例会 ＩＭ実行委員会
１５ 水 第１３８７回 例会 ＩＭ実行委員会
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）

時間他
１３：３０～第１４回ＩＭ実行委員会
１３：３０～絵画クラブレッスン
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

２

土

～３（日）親睦旅行「小豆島めぐり」

５

水

第１３８９回 例会 第５回クラブフォーラム「Ｒ財団小委員会」

１３：３０～定例理事会

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

「ロータリーに輝きを」
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2014～15
他ｂｌｕｅｄａｉｓｙ他
・（C）ikoi・他

年度 国際ロータリー会長 ゲイリー・C.K.ホアン

