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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 1391 回例会／2014 年 11 月 19 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 1390 回例会報告 （11 月 12 日）
■司会進行

SAA 三島会員

■唱

歌

SAA 太田会員

■来賓紹介

SAA 太田会員

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」
唱

卓

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
話
社会福祉法人 日本ライトハウス
理事長 橋本 照夫 様

「ロータリーに輝きを」

－1－

■出席者報告
第 1390 回例会
会員数 33 名
出席数 25 名

SAA 三島会員
2014 年 11 月 12 日
出席率 84.85％
欠席数 5 名

出席免除会員欠席数 3 名

第 1389 回例会（11/5）
メ－クアップ 3 名 修正出席率 93.94%
10/22 山根会員
11/02 大石会員
11/02 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
2014.11.12

ニ コ ニ コ 箱

報

■SAA

告
鋳方会員

田中会員

ワシントン主催のオクトーバーフェスタ
に参加した際のビンゴで、家内が一
等賞（￥２０，０００-）をゲットしました。
家内の意見で災害復興基金に寄付
させて頂きます。
松本（圭）会員 少し寒くなってきました。皆様風
邪を引かないようにしましょう・
本日の合計
今年度累計
２年前、大阪の桜宮高校バスケット部において、監督の ■幹事報告
体罰を理由に生徒が自殺したという事件がありました。私
も中高とバスケット部に所属しており、スポーツで強くなる
ためには、ある程度の体罰は必要だと思っていました。
ところが、最近、昭和３９年の東京オリンピックで「東洋の
魔女」と呼ばれた女子バレーチームの元選手、磯辺サタさ
んの講演を聴く機会があり、当時のチーム監督、大松博文
氏は非常に厳しい監督ではありましたが、体罰は一切なか
ったということを知り、今までの考え方が変わりつつありま
す。
■災害復興Ｐ基金報告

１１月 １２日

山

ボ

0円
64,000 円

ッ

ク

・先週５日に行われました、定例理事会の議事録を配布
しておきました。ご確認下さい。

・次週１９日の例会前１２時より歴代会長会を開催します。
本日該当の方には案内を入れております。ご出席よろ
しくお願い致します。

ス
委

本日の合計
今年度累計

「ロータリーに輝きを」

久富 義郎

・今月２６日はガバナー補佐訪問です。全員出席をお願
いします。又、卓話の時間にクラブ協議会を行います。
委員長各位は発表の準備をお願いします。属する小
委員会の発表もまとめてお願いします。

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ

米

幹事

０円

※田中会員令夫人からの寄附金は金額集計後算入します。

本日の合計
今年度累計

13,000 円
573,035 円

0円
71,000 円
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■ＩＭ実行委員会

員

会

報

告

花原 昭弘 委員長

本日例会後、第１５回 実行委員会を開催致します。
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
卓

話

会員組織委員会（増強小委員会）
「会員増強について」
片岡 重裕 ３０周年増強委員長

１．2014～2015 年度の会員拡大増強セミナーが 6 月 14 日
に実施されましたが、その時、パネルディスカッションが行
われ、テーマは「会員増強維持に対するあの手この手」と
いう内容でした。事例として下記の 4 例が挙げられました。
１）事例 大阪フレンドロータリークラブ(会員増強に成功し
ているクラブ)
２）事例 大阪東ロータリークラブ(退会者 0 の秘訣)
３）事例 大阪みおつくしロータリークラブ（ユニークなクラ
ブ）
４）事例 大阪御堂筋本町ロータリークラブ(合併に成功し
ているクラブ)

てみたけど、昼間の会合は、親睦と食事、話題にゴルフや
投資の話に終始し、ロータリーの存在意義が語られる状況
にないので、ロータリーのことが良く分からない。
では、新会員を勧誘することにより、いったいどんな特典が
あるのでしょうか？
１） 新会員にとって良いことは
・新しい友人を作る機会が得られる。
・ロータリー理念を知り、奉仕活動に対するモチベーション
が高まる。
・多様な行動機会が与えられ、あるいは得られることから、
物の見方、 考え方に広がりができる。
２） クラブにとって良いことは
・新しい会員の参加は、クラブ組織を活性化(強化)させる。
・奉仕活動に打ち込む人材が増える。
・財政基盤が強化できる。
・公共イメージ、認知度の向上につながる。
・下線の内容については RI 戦略計画の実践の形と言え
る。
３） 地域にとって良いことは
・地域社会貢献に対する理解者の増加を意味し、活動が
活発化する。
・友達の輪が広がる。
４） 世界にとって良いことは
・人道的奉仕活動の支援者の増加を意味し、地域社会活
動と同様に活性化が期待できる。
・世界に対する良き理解者が増える。
勿論、親睦も大切ですが、今後わがクラブにもロータリー
の理念を語るような場(プログラム）の機会を増やし、会員
の意識を高めて増強を図りたいと思います。来月からキャ
ンペーンとして、３０周年へ向けての１会員１名の紹介を推
進しますので、ご協力の程、よろしくお願いします

２．8 月は、会員増強拡大月間ですので、ロータリーの友
から抜粋しました。
１）事例 名古屋東南ロータリークラブ （クラブの活性化
と会員維持の為 6 の同好会が 20 に）
２）川崎高津ロータリークラブ(フェイスブックで公共イメー
ジと認知度の向上、会員増強へ)
３．クラブの増強について
日本のロータリアンのマックスは 1996 年の 13 万人でした
が、現在は８万９千人と３２パーセント減少しています。増
強しなければいけないと皆さんの意識にはあるはずなのに、
９０パーセント以上の会員は自ら新たな勧誘行動をとって
いません。
その理由は、先輩がロータリアンで、その義理で付き合
っている。決して「ロータリアンの理念」を受け止めた訳で
はない。したがって積極的な会員勧誘活動を行わない。
次に、仕事上のお付き合いで加入し、ロータリアンになっ
「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～
お刺身盛合せ 鮪 平目

次週のプログラム

すずきの蒸し物に磯の香り青のり風味
小豆島手延そうめんの蟹あんかけ仕立て
豚肉の生姜炒め
第 1392 回例会／2014 年 11 月 26 日
栗御飯とお味噌汁
◆世界の言葉
「カムーン Cám ơn」 （ベトナム語）
◆国歌斉唱 「君が代」

デザート 牛乳杏仁
コーヒー

◆唱

歌

◆卓

話

「四つのテスト」

クラブアッセンブリー
「クラブ協議会」
各委員長

イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower 他

次週はガバナー補佐訪問

・（C）ikoi・Miho´s house 他
風と樹と空とフリー素材 http://kaze-sora.com/他

です。

・ [素材大好き.com]http://www.sozaidaisuki.com 他

主要委員会委員長各位、
発表の準備をお願いします。

＊＊＊ 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。

全員出席して下さい。

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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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

