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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 1389 回例会／2014 年 11 月 5 日
本日の世界の言葉
「カムーン Cám ơn」 （ベトナム語）
標

語
「Light up Rotary」

第 1388 回例会報告 （10 月 22 日）
■司会進行

SAA 植田会員

■唱

歌

SAA 吉田会員

■来賓紹介

SAA 横山会員

福岡西ＲＣ

井上 敬章 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 ｢里の秋｣
静かな 静かな 里の秋
お背戸に木の実の 落ちる夜は
ああ母さんと ただ二人
栗の実 煮てます いろりばた
卓

話
第５回クラブフォーラム
ロータリー財団小委員会
武市 直子 委員長

「ロータリーに輝きを」
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■出席者報告
第 1388 回例会
会員数 33 名
出席数 22 名

SAA 植田会員
2014 年 10 月 22 日
出席率 72.73％
欠席数 9 名

出席免除会員欠席数 2 名

第 1387 回例会（10/15）
メ－クアップ 2 名 修正出席率 90.91%
10/18 鋳方会員
10/18 山路会員

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
2014.10.22

米

山

ボ

ッ

ク

ス

生尾会員、片岡会員
本日の合計
今年度累計

6,000 円
60,000 円

ニ コ ニ コ 箱

報

■SAA

告

松本（圭） 会員

生尾会長

ＩＭお疲れさまでした。皆さんのご協
力で大成功でした。皆大好き！
大橋会員 欠席のお詫び。
片岡会員 ＩＭ皆サンご苦労様でした。
花原会員 インターシティミーティング、皆様の一
致団結により大成功裏に終えることが
出来ました。有り難うございました。新
大阪ＲＣの底力を改めて知りまし
た！！
松川会員 ＩＭ大成功、花原さん以下皆様お疲
れさまでした。
松本（圭）会員 ＩＭの大成功、下準備の大切さを
痛感致しました。
横田会員 特になにもなし！

★１１月のバースデーロータリアン

１１月０７日
１１月１１日
１１月１６日
１１月２９日
１１月２９日

松川会員
松本（正）会員
武市会員
大橋会員
松尾会友

本日の合計
今年度累計
■幹事報告

59,000 円
496,000 円
幹事

久富 義郎

・次週は例会休会です。次回は１１月５日です。よろしく
お願いします。

■災害復興Ｐ基金報告

１０月２２日

０円

生尾会員、片岡会員

「ロータリーに輝きを」

員

■職業奉仕委員会

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ

本日の合計
今年度累計

委

6,000 円
53,000 円
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会

報

告
菅本 泰年 委員長

「関西ＩＴ百選」元気な中小企業をさらに勇気づけ、より一
層元気にする！関西ＩＴ百選とは、関西の中小企業を盛り
立てたい、から始まった、関西地域でＩＴを活用し元気で成
功している中小企業を幅広く募集、表彰、ＰＲするプログラ
ムです。関西の中小企業の活性化を目指しています。今
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
年度１４回目となる歴史ある表彰事業であり、数多くの輝く す。案内係の田中さん、山路さん、村角さん。結局どのル
中小企業の星を見つけてきました。貴社も是非、ご参加く ートから来た人が一番多かったのでしょうか？来賓の接待
ださい。中小企業の方々の支援により運営しています。
など、稲田さん、山本さんが中心でした。竹田先生の接待
役の武市さん、いい男との 2 ショットフェースブックにアップ
できないのですか？平生の彼と聴衆の前の彼とのギャップ
に驚いていましたね。彼の勉強量は半端ではなさそうです。
「日本人が一生使える勉強法」にも書いてありましたが、大
変な人生を生きてきたことが大きな肥やしになっているよう
です。救護係の遠藤さんに写真係もお願いし、皆さん、役
目が忙しくて、開会式には出られず、竹田先生の講演は
聴けたのでしょうか？
さて、開会式の生尾会長の挨拶の小休止にはびっくりしま
した。場馴れした会長にも死角はあるということでしょうか？
ソングリーダーの菅本さんは直前の吉田さんの特訓が実っ
て結構カッコよく決めていました。鋳方さんの司会の人選も
ぴったりでした。
竹田恒泰先生の講演。東北大震災から、日本人の考え方、
卓 話
行動が変わってきたという話から、始まった時にはこの話
が２時間続くのかと不安を感じたが、さすがの話術と、内容
「インターシティミーティングを振り返って」
に引き込まれて、楽しく勉強させていただいた。①東北大
久富 義郎 幹事
震災の後日本人が変わった②「世のため人のため」これが
日本人の働く心③神話と歴史を教えない国は滅びる④建
国の成り立ち、天皇・日本の歴史の教育がない⑤GHQ が
日本の武装解除とともに、戦前の教育を変えて、日本人を
骨抜きにした⑦古事記礼さん・・など日本を変えようとする
熱弁に感動しました。
各 RC 紹介の企画は大成功だったと思います。大石副委
員長の提案での企画でしたが狙ったことはできました。ど
のクラブもけっこう好きにやっているなという感じでした①
演者がスライドを観ていない RC②時間を 3 分と意識しなが
らも、守れていない RC③BGM はわがクラブだけでちょっと
誇らしい気分（太田さんの協力・他の進行のパワーポイント
は彼の作品がもとになっています）④クラブの活動に特徴
皆さんお疲れ様でした。会員が一致団結の甲斐あって IM （姉妹クラブ・ブリッジ清掃・施設の人を繁盛亭に招待・周
大成功でした。講評ではあまりおほめの言葉は頂けな 年行事・音楽会・同好会など）・・などなど今後の活動の参
かったようですが、イベントを終えた充実感があります。皆 考になります。 他のクラブの奉仕活動に参加させてもらう
さんも同様だと思います。花原委員長のもと１５回の委員 のも得策かなとも考えました。尚、ＩＭのＰＲ，クラブ紹介映
会開催、卓話の時間を使っての３度のリハーサルなど時間 像作成のお願いに各クラブを訪問して下さいました皆様、
を費やした、IM ずくしの 10 月が終わりました。振り返り思い ありがとうございました。横田さんは、ＩＭ当日は欠席されま
つくままに述べます。竹田先生との交渉を最初からしてい したが、クラブ訪問でご協力いただきました。
ただいたのは松川さんです。「いっしょに学ぼう日本のここ
今回のイベント大成功でした。この団結力でまた楽しみ
ろ」あのパンフレットは安井さんの力作です。進行の片岡、 ましょう。快い疲れをありがとうございました。まだ報告書が
横山さんの当日の行動マニュアルは完璧でした。当日ま 残っていますが、花原委員長・菅本さんを中心にまとめて、
での準備には植田さん・富田さんが中心でした。彼らは開 ガバナーのホームページにアップしましょう。
催までへとへとになって、陰で支えてくれました。案内、受
最後になりましたが、新大阪 RC のイベントには奥様方の
付は松本圭さん、村木さん、三島さんが統括され、几帳面 協力が不可欠です。本当に感謝申し上げ、紙面を借りて
さを随所に見せていただきました。会友の松尾さんはじめ 御礼を申し上げます。今後とも変わらず、よろしくお願いし
奥様方に活躍していただきました。腰痛を押しての湯浅さ ます。
んその後どうなのかな。また書籍販売の谷口さん・北野さ
んお疲れ様でした。あんなにたくさんの書籍が送られてく 幹事のまとまりのない IM 雑感でした。御静聴ありがとうご
るとはたまげました。売り上げが２０万をこえたのも、驚きで ざいました。
「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

「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

「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～
さんまのみぞれ煮

次回のプログラム

お刺身盛合せ 鮪 鯛 甘海老
第 1390 回例会／2014 年 11 月 12 日

野菜と海老の炊き合わせ

◆世界の言葉
「カムーン Cám ơn」 （ベトナム語）
◆国歌斉唱 「君が代」

牛フィレ肉の網焼き
～オニオンたっぷりのシャリアピンソース～
蟹と生姜の炊き込みご飯
香物と味噌汁
デザート 柿とマロンアイスクリーム

◆唱

歌

◆卓

話

「里の秋」

会員組織委員会（増強小委員会）
「増強バズセッション」
遠藤 義彦 委員長

珈琲

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
１１

日

曜日
予定
時間他
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
１０ 月 オクトーバーフェスト 於新大阪ワシントンホテルプラザ宴会場 １８：００受付・１８：３０～開始
１２

水

第１３９０回 例会 「会員増強バズセッション」

１９

水

第１３９１回 例会 日本ライトハウス

２４

月

振替休日

２６

水

第１３９２回 例会 ガバナー補佐訪問 クラブ協議会

１２：００～３０周年実行委員会（談話室）
１３：３０～ＩＭ実行委員会（談話室）
１３：３０～ 絵画クラブレッスン

健康家族の会「満喫の紅葉ハイク 鞍馬・貴船」

８：００京阪淀屋橋駅集合
１１：４５～補佐懇談会（現・次会長・幹事・
松川ガバナー補佐エレクト出席）
イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower 他
Miho´s house 他

「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
他ｂｌｕｅｄａｉｓｙ他

