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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 1387 回例会／2014 年 10 月 15 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 1386 回例会報告 （10 月 8 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 1386 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 27 名

出席率 87.88％
欠席数 4 名

出席免除会員欠席数 2 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 8 日
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第 1385 回例会（10/1）
メ－クアップ 2 名 修正出席率 90.91%
09/25 安井会員
09/28 松川会員

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
2014.10.8

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ

三島会員、安井会員
本日の合計
今年度累計

米

山

ボ

2,000 円
45,000 円

ッ

ク

ス

山本会員
本日の合計
今年度累計
ノーベル賞には政治的、金銭的なウラが無いように思い
ます。昨日の体操の世界選手権と違い、ドタン場で、中国
の選手がありえない点数を出す、なんて事はノーベル賞で
は無いので、気持ちよくニュースを見ていられます。
あるお通夜に行ってきました。１００歳で天寿を全うしたと ■SAA
いうことで、ロータリー関係には連絡がありませんでしたが、
個人的にも結構深い付き合いがあるので、仏事のお参り
に行って来ました。
お経を頂いたお坊さんの話ですが、老人を見て老いを
見ず、病人を見て病を見ず、死者を見て死を見ずという言
葉がありますが、決して通夜・総指揮をセレモニーとしてで
は無く、故人との仏縁として、時間を共有してはいかがでし
ょうか、という話でした。

ニ コ ニ コ 箱

松川会員
安井会員
山本会員

1,000 円
52,000 円

報

松本（圭） 会員

白山登山に行って参ります。
前回欠席のお詫び。
２回欠席しました。体のことではありま
せん。仕事の事で。健康です。

本日の合計
今年度累計
■災害復興Ｐ基金報告

１０月 ８日

１，０００円

■幹事報告

告

11,000 円
413,000 円
幹事

久富 義郎

・１２月５日、６日に行われます「地区大会」の出欠を再度
回覧します。未記入の方はご記入ください。

「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
・１０月２２日開催の「大輪ゴルフ大会」の組合せ等開催
要項が届きましたので、参加される方のボックスへ入れ
ております。ご確認をお願いします。

委

員

会

報

■ＩＭ実行委員会

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

告
花原 昭弘 委員長

本日例会終了後、第１４回ＩＭ実行委員会を開催します。
■青少年奉仕委員会

北野 克美 委員長

国際ロータリー第２６６０地区、１４－１５年度
第１回クラブ青少年奉仕正副委員長会議報告
去る 10 月１１日（土）大阪科学技術センターに於きまして１
４－１５年度の第 1 回クラブ青少年奉仕正副委員長会議が
開かれました。
国際ロータリー２６６０地区に於いて予算の約半分を占める
青少年奉仕活動、勿論先年までの新世代奉仕、米山、等
なども総合的に含まれるのですが、ここにきての、日本，及
び先進国の人口減少化、景気の減速のあおりを受けるロ
ータリーの会員数の減少にいかに対処するのか。５０年後
の未来をいかに託すのか、議論、話がありました。
１)：まずＲＹＬＡ（Rotary Youth Leadership Awards）につ
きまして。
これは、ロータリーが提唱する「ロータリー青少年指導者
養成プログラム」のことです。
そして、ロータリーに於いて、青少年とは１４歳から３０歳ま
でを指します。
つまりそれ程一生懸命に、当地区に於きましても青少年関
連で約７０パーセントの予算を費やしているのですが、な
かなか現実に反映されない状況が続いております。
先週に続き、本日も実際の流れに沿って予行演習を行
2）；当地区に於いて、ローターアクトを有するクラブは 19.イ いました。
ンターアクトは６校です。
次週のこの時間は、各担当に分かれて打ち合わせを行
しかし、インターアクト、ローターアクトとロータリーに関わ います。
っていても、いざロータリアンになるのは、約一割です。
（会報小委員会）
3）：そんな中でも、先程催された献血活動に於いても、こ
れはローターアクトの主催でしたが、普段の献血活動よりも
約４倍という実績をあげました。
つまり個々人、個々クラブは皆一生懸命に活動しそれな
りの実績を上げているのです。
4）：今後いかにクラブの活性化、会員数の増加に取り組む
意味でも、その一環としての、
春の初級ライラ、秋の上級ライラへの参加、そしてライラに
向けたクラブの取り組みを要請して散会した。

「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～

次週のプログラム

函館風 イカそうめん
かますの柚庵焼き
ふぐの唐揚げ
牛ロース肉の網焼き 照り焼きソース

第 1388 回例会／2014 年 10 月 22 日

ご飯 香物 味噌汁

◆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」

フルーツ盛合せ
珈琲

◆卓

話

「インターシティミーティングを振り返って」
生尾会長
・（C）ikoi・Miho´s house 他
久富幹事他
イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower 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
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
於コングレコンベンションセンター
大輪ゴルフ大会（於宝塚ＧＧ）９：０５スタート

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」

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」

７：４５ 新大阪ワシントンＨ正面入口集合

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

１３：３０～絵画クラブレッスン

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

