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■ 事務局

〒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
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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 1390 回例会／2014 年 11 月 12 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」
「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 ｢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
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

「ロータリーに輝きを」
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第 1389 回例会報告 （11 月 5 日）
■司会進行

SAA 吉田会員

■唱

歌

SAA 太田会員

■来賓紹介

SAA 太田会員

大阪御堂筋本町ＲＣ
会 友

■出席者報告
第 1389 回例会
会員数 33 名
出席数 27 名

安藤 康雄 様
松尾 寛 様

SAA 吉田会員
2014 年 11 月 5 日
出席率 90.91％
欠席数 3 名

出席免除会員欠席数 3 名

第 1388 回例会（10/22）
メ－クアップ 6 名 修正出席率 87.88%
10/18 北野会員
10/18 村角会員
10/18 田中会員
10/18 山本会員
10/18 花原会員
10/18 村木会員
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
2014.11.5

ニ コ ニ コ 箱
■SAA

生尾会長と１１月が誕生月の松尾会友、大橋会員、武市会員

■災害復興Ｐ基金報告

１１月 ５日

６，０００円

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ

鋳方会員、生尾会員、北野会員、谷口会員、
村木会員、村角会員、安井会員、山路会員、
山本会員、
本日の合計
今年度累計

米

山

ボ

11,000 円
64,000 円

ッ

ク

ス

鋳方会員、生尾会員、北野会員、谷口会員、
村木会員、村角会員、山路会員、山本会員、
吉田会員
本日の合計
今年度累計
「ロータリーに輝きを」

11,000 円
71,000 円
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報

告
鋳方会員

ガバナーエレクト 立野 純三様（大阪ＲＣ）
松川雅典様には２０１５～１６年度ガ
バナー補佐としてご活躍いただきま
す。新大阪ＲＣの皆様には何かとお
世話になることと思います。よろしくお
願いします。
中村 健輔様（大阪天満橋ＲＣ）
花原様、谷口様、大変お世話になり
ました。
鋳方会員 寒くなりました。お互いに風邪等に気
をつけて、仕事、趣味に大いに楽し
みましょう。
生尾会長 植田委員長、楽しい企画をありがとう
ございました。
稲田会員 月初。
北野会員 植田さんおつかれさまでした。
菅本会員 小豆島ミステリーツアーお疲れさまで
した。大変楽しかったです。お蔭様で
体重が４キロ増えました。
田中会員 小豆島ツアーではビールをどっさりい
ただきました。有難うございました。
谷口会員 親睦旅行、お世話になりました。植田
委員長、御苦労様でした。
花原会員 植田委員長、、家族会大変楽しかっ
たです！！親睦委員会の皆様お世
話になりました。
三島会員 楽しい旅行をありがとうございました。
お世話になりました。
村木会員 月初につき。
村角会員 楽しい旅行でした。お世話になりまし
た。
安井会員 月初。
山路会員 妻の誕生日に美味しい野菜をありが
とう。
山本会員 前回欠席のお詫び。
吉田会員 植田さん、菅本さん、武市さん、太田
さん、大変お世話になりました。４名
にはメークアップ２倍贈りたいです
ネ！
本日の合計
今年度累計

64,035 円
560,035 円
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■幹事報告

幹事

久富 義郎

よいことをしよう“を標語に、財団の補助金を利用してさま
ざまな奉仕活動を行っています。特に補助金の原資となる
・１１月の予定表を配布しております。ご確認下さい。後 年次寄付は、ひとり＄１５０以上を目標としており、当クラブ
程メール送信もさせて頂きます。
においては、毎年地区平均を上回る金額をご寄付いただ
いております。マイロータリーやロータリーカードからもご寄
・他クラブより例会変更のお知らせが届きました。回覧し 付が可能です。
ます。
ご協力への感謝と引き続きのご協力をお願いいたします。
＊ご参考：年次基金寄付額（ＵＳドル）
・本日例会終了後、定例理事会を行います。理事の皆
地区平均
新大阪ＲＣ
様ご参集ください。
2010-2011
192.11
204.32
2011-2012
175.41
197.26
2012-2013
190.87
221.03
委
員
会
報
告
2013-2014
161.45
173.44
■災害復興プロジェクトチーム

中川 建司 委員長

昨年に引き続き、福島のリンゴ購入の案内をさせて頂きま
した。今年も御協力をお願いします。
■親睦活動小委員会

植田 誠 委員長

・親睦旅行ありがとうございました。皆様のおかげで予定通
り楽しい旅でした。
・「オクトーバーフェスト」１１月１０日よろしくお願いします。
１８時受付開始です。
・家族会のご案内
■社会奉仕委員会

山路 高純 委員長

日本ライトハウスさんから盲導犬カレンダーの申込み案内
が届きました。回覧しますのでよろしくお願いします。

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

■ポリオプラスについて・・・「２０１８年までにポリオを撲滅」
をスローガンに継続中。
２０１４年１０月時点の発祥数は、２２２件（パキスタン１８７件、
ナイジェリア６件、アフガニスタン１０件、他１９件）イスラム
国家、タリバン本拠地の感染がほとんどで、ヘルスワーカ
ーへのテロ行為で６０名が犠牲となっている。
■地区補助金・グローバル補助金の実例を Update しまし
た。
■ロータリーカードについて・・・ショッピング、年会費、ポイ
ント交換を通じてポリオプラスに寄付できます。金額は
年々上昇し 2012-2013 年度の寄付実績は８４３万円。内、
ポイント交換からの寄付実績は１２６万円で全体の１９．２％
分でした。（たまったポイントを全て寄付にあてると６５５万
円）翌年の誕生日月がポイントの有効期限でありポイント
交換のタイミングへの注意も必要です。
■ロータリー財団奨学生、福田真弓さんから帰国のご報告
がありました。ロータリー財団奨学生でよかった点として、
「金銭的サポート・手厚い人道的サポート・誇りと使命感に
よる高いモチベーションの維持・ロータリアンの幅広いネッ
トワークを活かした人的交流」等に対しての感謝の言葉を
いただきました。

☆会員の Happy

Shot

菅本会員夫妻結婚記念日

チャイナテーブルにて

2014.10.11

２０１４－２０１５年度、地区ロータリー財団セミナープログラ
ムの報告をさせていただきます。ロータリー財団は“世界で
「ロータリーに輝きを」
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第４３回 健康家族の会

「リベンジ 加賀白山」
＝絶景に

友に感謝の

峰に立つ＝

た。登山の醍醐味の 1 つである 360°パノラマを堪能しまし
た。気温は＋1℃でした。遠く下界に見える赤い屋根の山
小屋をめざしながらゆっくりと室堂センターまで帰ってきま
した。20 年前に登った時より 3 倍しんどかったです。（年か
な？）
5 時からの夕食時に素晴らしい夕陽を写真におさめまし
た。山小屋は以前と同じかいこ棚で、60cm の布団に毛布 3
枚と枕です。通路をはさんで 10 人ずつ 2 段の、１室 40 人
の収容人員です。消灯は 8 時で室内は真っ暗です。以後
の行動はヘッドランプがたよりです。廊下にはすでにストー
ブがついていました。
11 日（土） 5 時半に起床しましたが、すでに室のすべて
の人は、頂上でご来光を見る為、出発した後でした。我々
もご来光を見る為、1 枚着込んで山小屋近くで待ちました
が、残念ながら雲に隠れて見えませんでした。
朝食後、身支度をととのえ、8 時に室堂ビジターセンター
を出発し、観光新道を下りました。9 時に殿ヶ池避難小屋
（只今建設中の為、ヘリコプターで資材を降ろしていまし
た）で小休息して、全体的に昨日よりかなり急な坂を一気
に下り、11 時 50 分、車を置いていた別当出合まで無事約
4 時間で帰ってきました。
白峰特産品販売施設の食堂で昼食をとり、すぐ向かいに
ある「白峰温泉総湯」でゆっくりと手足を伸ばしやっと一息
つき、2 日間の疲れをとりました。（山小屋では風呂もシャワ
ーもありません）
北陸道を福井北から名神吹田まで走り、19 時に千里 フ
ォルクスに着きました。松尾夫人、松川夫人はお孫さんと
一緒で、家内も合流し、にぎやかな夕食となりました。

9 日（木）、10 時松尾歯科を車 1 台 5 人で出発。名神 吹
田 IC から高速に入り、米原から北陸道へ。賤ヶ岳 SA で昼
食後、14 時 20 分福井北 IC で下り、7 月にも泊まった石川
県白山市白峰の「永井旅館」に 16 時に着きました。
さっそくひと風呂浴び、夕食です。夕食後、リーダーが各
自のリュックを開け、点検し、いらない余分の物をだし、リュ
ックを 1ｇでも軽くしました。
10 日（金）5 時 30 分に起床し、6 時に朝食をとり、お昼の
おにぎりを持って出発。別当出合に車を置き、センター
（1260m）に登山届けを出し、トイレをすませて、7 時 15 分、
いよいよ白山に向けて出発。外気温は、13℃でした。別当
出合から砂防新道を通り、室堂まで約 6km（リーダー予想
では 6 時間です）。
今回は、快晴に恵まれ（前回 7 月は 2 日間とも雨）足取り
も軽やかで、田中さんは途中から半袖でした。出発から 1
時間後、「中飯場」を過ぎる頃、谷からガスが山に沿って上 ※隊長より一言※
がって来て、視界が悪くなってきました。
苦節 30 年、ようやく隊長になることが出来ました。全て新
甚之助避難小屋に着く頃、私（10 日前にギックリ腰になり、 大阪ロータリークラブのお陰と、心よりお礼を申し上げま
病院でもらったコルセットを巻いて登っていました）が、遅 す。
れだした為、荷物を 4 人に分けて持ってもらいました。ここ 今回の加賀の白山登山は、隊員 4 名全員が頂上を征服
ま で 岩 ゴ ロゴ ロの登 りが続 き 、 11 時 35 分 「 黒 ボコ 岩 出来、嬉しく、隊長は途中から激励するという、絵に描いた
（2320m）」にやっと着き、昼食です。おにぎりと、漬物 2 切 ような基本どおりの山登りとなり、初めて満足しました。「こ
れと、前日買った、栗どらで一息いれました。
れぞ登山」。
登りを 30 分ほど歩くと、一転視界が開け、弥陀ヶ原の平 白山は 3 度登り、お花と自然の庭のような美しさと、見渡す
原に出て、遠く白山の全容を見る事が出来ました。白山上 景色の雄大さに、最後に登るのはココと決めていました。
空は真っ青の晴天でした。
が、今回、神様が「未だ終わるのは早い、もう一度来て、頂
12 時 40 分、無事「白山室堂ビジターセンター（2450m）」 上に登れ」と言われたような？
に 5 時間半で着きました。今日は素晴らしい天候でしたの まだまだ、すごい 4 人と共にがんばって、人生を楽しみた
で、小休止してから、今日中に御前峰（2702m）の頂上を いと思いますので、皆様も、楽しいお金はアブク銭、苦しい
目指すことにしました。
お金は宝物．．．頑張りましょう。
水以外のすべての荷物を置いて、もうひとがんばり。3 人
は元気そのもので快調でした。しかし、リーダーは途中で
松尾 寛
足がひきつり、センターに引き返しました。私も腰が悲鳴を
あげていましたが、休み休み、先頭に遅れること 20 分、14
時 10 分に頂上に立つ事が出来ました。
頂上は快晴で、眼下は一面の雲海。遠く海に浮かぶ島
の様に 3 つの峰を持つ御嶽山の右側から噴煙が見えまし
「ロータリーに輝きを」

－4－

2014～15 年度 国際ロータリー会長 ゲイリー・C.K.ホアン
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「ロータリーに輝きを」
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「ロータリーに輝きを」
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ＭＥＭＯ

「ロータリーに輝きを」
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本日のメニュー
～洋食～
プロシュート生ハムに牛肉のタタキ
カルパッチョ風サラダ仕立て

次週のプログラム

真鯛のポワレにラタトイユ
ヴィンコットとバジルの香り

第 1391 回例会／2014 年 11 月 19 日

ロールパンとフランスパン

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

デセール 林檎のコンポートにリンゴシャーベット
珈琲

◆唱

歌

◆卓

話

「里の秋」

社会福祉法人 日本ライトハウス
理事長
橋本 照夫 様
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

１２

日

曜日

予定

時間他

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

３

水

第１３９３回 例会 年次総会

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）
１３：３０～定例理事会

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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他ｂｌｕｅｄａｉｓｙ他

