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新大阪ロータリークラブ

創立 昭和 60 年 5 月 8 日

http://www.shin-osakarc.jp
■ 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
TEL:06-6305-1010／FAX:06-6301-2525／E-mail: shin-osaka.rc@blue.plala.or.jp
■ 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 1392 回例会／2014 年 11 月 26 日
～ガバナー補佐訪問～
本日の世界の言葉
「カムーン Cám ơn」 （ベトナム語）
標

卓

■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

語
「Light up Rotary」

本日の卓話ゲスト

「ロータリーに輝きを」

大阪梅田東ＲＣ

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

第 1391 回例会報告 （11 月 19 日）

歌

｢四つのテスト｣

会員数 33 名
出席数 25 名

SAA 吉田会員
2014 年 11 月 19 日
出席率 84.85％
欠席数 5 名

出席免除会員欠席数 3 名

話

第 1390 回例会（11/12）
メ－クアップ 3 名 修正出席率 90.91%
11/10 村角会員
11/10 山路会員
11/10 吉田会員

クラブアッセンブリー
「クラブ協議会」
各委員長

「ロータリーに輝きを」

■出席者報告
第 1391 回例会

日本ライトハウス
理事長 橋本 照夫 様
近藤 幹雄 様
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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
力を合わせて５０名―奉仕の輪を広げよう

■会長の時間

会長

ニ コ ニ コ 箱

生尾 雅美
2014.11.19 ■SAA

報

鋳方会員

松川会員
山路会員
山本会員
横田会員

末娘の結納式が無事終りました。
前回欠席のお詫び。
前回欠席のお詫び。
仏説 摩訶般若皮羅密多心経
次週 26 日（水） 例会を欠席。
本日の合計
今年度累計

■幹事報告

高倉健さんが亡くなられた事はテレビ等でたくさん報道
されていますが、私はスクリーンでは見た事がありません。
テレビでは野生の証明なんかで薬師丸ひろ子さんと共演
していたと記憶しています。
今朝テレビで梅宮辰夫さんが言っていましたが、若いころ
ホステスを連れて銀座かどこかでＢａｒに入ると、高倉健さん
と長嶋茂雄さんがコーヒーを飲んでいたそうですが、そこ
で高倉健さんに「さっさと帰って明日のセリフを覚えろ」と注
意されたそうです。
我々ロータリアンも後輩に厳しく注意できるようになりた
いものです。

■災害復興Ｐ基金報告

１１月 １９日

２１，０００円

（内２０，０００円田中令夫人寄附金）

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
三島会員、山本会員
本日の合計
今年度累計

米

山

ボ

2,000 円
66,000 円

ッ

ク

幹事

本日の合計
今年度累計

「ロータリーに輝きを」

1,000 円
72,000 円
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久富 義郎

・地区大会の名札が届きました。バーコードがついてい
ますので、必ずこれを持参してご出席下さい。名札は
出席予定の方だけに配布しております。又、それぞれ
の出席部門をマーカーで印した登録表も入れておきま
した。ご確認下さい。案内チラシは全員に配布しており
ます。
・ＪＯＣＳより会報誌が届きました。回覧します。

員

■30 周年実行委員会

山本会員

12,000 円
587,035 円

・次週２６日はガバナー補佐訪問です。全員出席をお願
いします。本日当日予定の文書をメールボックスに配
布しております。

委

ス

告

会

報

告

中川 建司 記念事業副委員長

30 周年を記念する事業として、国際事業と国内事業の二
つを計画しておりますが、国内事業が未だ計画できていま
せん。ぜひ記憶に残るものとしてみなさんのアイデアをお
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
願いします。

国家公安委員会が指定したものが盲導犬として必要な訓
練をした犬又は必要な訓練を受けていると認めた犬で、総
■社会奉仕委員会
山路 高純 委員長 理府令で定める白色又は黄色の用具を付けたものとする』
と規定されています。
本日卓話で協力して下さる（社）日本ライトハウスの橋本理 盲導犬の役割
事長のお言葉が書かれたパンフレットを入れてあります。 盲導犬の役割は視覚障害者が単独で歩行する場合に「安
それと、口と足で描く芸術家協会より商品パンフレットが届 全を確保し、効率的に移動することを補助する」ことです。
きましたので、回覧します。希望商品をご記入ください。
そのために盲導犬は主に以下の４つのことをするようにトレ
ーニングされています。
・原則的に左側を通行する
・自転車や電柱、看板などの「障害物」を回避する
・道の角、交差点を発見し、止まる
卓 話
・階段や段差を発見し、止まる
例えば、銀行に行きたい時に「銀行へ行け」といっても盲
社会福祉法人 日本ライトハウス
導犬は連れて行ってはくれません。盲導犬の役割は、銀
理事長 橋本 照夫 様
行に行くまでの交差点を発見して主人に教えたり、銀行の
入口に主人を誘導したりすることです。ユーザーは銀行に
行くまでの地図を頭に描きながら、盲導犬に指示をして誘
導させます。また、盲導犬は交差点を発見して主人に知ら
せても、信号の判別はできません。ユーザーが車の流れな
どで判断して、横断の指示をします。
恒例の盲導犬育成バザー収益金を寄付させて頂きました！

盲導犬の歴史
犬が視覚障害者を誘導する歴史は古く、ボンペイの壁画
には視覚障害者が犬に導かれて市場を歩く様子が描かれ
ていますし、中世の壁画にも登場しています。現在のよう
な形の事業として始まったのは、第一次世界大戦後のドイ
ツで、失明軍人のリハビリテーションとしてでした。日本の
盲導犬は１９３９年（昭和１４年）、民間人によってドイツから
４頭の盲導犬が輸入され、日本の交通事情などに合うよう
再訓練されて、失明軍人に寄贈されたことから始まります。
犬種
現在、日本でもっとも多く使われている犬種は、ラブラドー
ル・レトリバーです。その他、ゴールデン・レトリバー、シェ
パードなども使われています。また近年、ラブラドール・レト
リバーとゴールデン・レトリバーの一代雑種（Ｆ１）も増えつ
つあります。
公的な規定
盲導犬は公的に『法第十四条第一項の政令で定める盲導
犬は、盲導犬の訓練を目的とする民法（明治二十九年法
律第八十九号）第三十四条の規定により設立された法人
又は社会福祉事業法（昭和二十六年法律第四十五号）第
二十九条第一項の規定により設立された社会福祉法人で
「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
～洋食～

次週のプログラム
間八のカルパッチョに北寄貝のミルフィーユ
シーフード カレー “ 欧風スタイル ”
カラフルサラダ
第 1393 回例会／2014 年 12 月 3 日

デセール 洋なしコンポートに洋なしシャーベット

◆世界の言葉

コーヒー

「コープン

皆さん！バザー頑張ってくれて
ありがとう♪
これからも、協力して下さいね！
フローレンより

ขอบคุณ」

◆国歌斉唱

「君が代」

◆唱

歌

「ふるさと」

◆卓

話

（タイ語）

年次総会

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

日

曜日

予定

時間他
１１：４５～補佐懇談会（現・次会長・幹事・

１１

２６

水

第１３９２回 例会 ガバナー補佐訪問 クラブ協議会

１２

３

水

第１３９３回 例会 年次総会

１３：３０～定例理事会

５

金

２０１４年度第２６６０地区 地区大会 第１日目 １４：００～

シェラトン都ホテル大阪

６

土

２０１４年度第２６６０地区 地区大会 第２日目 １３：２０～

フェスティバルホール １５：３０～コンサート

新大阪ＲＣ家族懇親パーティー １８：００受付 １８：３０開宴

新大阪ワシントンホテルプラザ２Ｆ宴会場

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

