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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 1393 回例会／2014 年 12 月 3 日
本日の世界の言葉
「コープン
標

ขอบคุณ」

語
「Light up Rotary」

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」

SAA 吉田会員

■唱

歌

SAA 太田会員

■来賓紹介

SAA 太田会員

ＲＩ第２６６０地区ＩＭ第６組 ガバナー補佐
戸田 和孝 様

■出席者報告
第 1392 回例会

国歌斉唱 「君が代」
唱
歌 ｢ふるさと｣
兎追いし かの山
小鮒釣りし かの川
夢は今も めぐりて
忘れがたき ふるさと

会員数 33 名
出席数 27 名

SAA 吉田会員
2014 年 11 月 26 日
出席率 84.85％
欠席数 5 名

出席免除会員欠席数 1 名

第 1391 回例会（11/19）
メ－クアップ 3 名 修正出席率 90.91%
11/10 田中会員
11/10 横山会員
11/21 村木会員

話
「年次総会」

「ロータリーに輝きを」

■司会進行

（タイ語）

「ロータリーに輝きを」

卓

第 139２回例会報告 （11 月 26 日）
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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
2014.11.26

米

山

ボ

ッ

ク

ス

生尾会員、山本会員
本日の合計
今年度累計

ニ コ ニ コ 箱

4,000 円
76,000 円

報

■SAA

告
鋳方会員

生尾会長
遠藤会員
田中会員
花原会員

戸田ガバナー補佐をお迎えして。
戸田ガバナー補佐をお迎えして。
先回例会欠席のお詫び。
松尾リーダー「紅葉満喫 鞍馬・貴船
ハイキング」楽しい１日を有難うござい
ました。最後に行った圓光寺では、
息をのむ美しさで感動しました。
戸田ガバナー補佐をお迎えして。

２０１６年規定審議会への立法案（改正）に関する地区
承認手続にについて、次週の地区大会に於いて各々が
採決に参加する必要があるので、少し説明しておきます。
今回大阪北ＲＣより、国際ロータリー定款第５条、第２節
に会員資格として「仕事をしたことがない人」とあるのを改
正するよう求める案が提出されました。
松川会員
ロータリークラブとして職業奉仕は核心的な奉仕である
にもかかわらず「仕事をしたことがない人」を正会員として
認めているのはおかしい、というのが理由です。
本日の合計
15,000 円
本年１２月末日までに国際ロータリーの地区の承認があ
今年度累計
602,035 円
ったことを通達する必要があるので、今回地区大会に於い
て採決をお願いしたいのです。
■幹事報告
幹事 久富 義郎
皆さんも地区大会へ出席された際は是非採決に参加し
て下さい。
・１２月５日、６日に行われます地区大会に関する注意事
項がホストクラブより届きましたので、配布しております。
裏面には詳細タイムスケジュールを載せておりますの
■災害復興Ｐ基金報告
１１月 ２６日
１，０００円
で、よく見ておいてください。
・２０１５年年賀状発送のため、住所録を回覧しますので、
各自ご確認頂き、訂正箇所、喪中の場合の記入をお
願いします。また、チェックが済まれましたら、番号に○
印を入れて下さい。

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
生尾会員
本日の合計
今年度累計

3,000 円
69,000 円

委

員

■友好クラブ小委員会

会

報

告

谷口 光夫 委員長

台北市中興ＲＣの２３周年記念式典が、来年４月２５日、２６
日に行われます。日程の案内文書をメールボックスへ配布
「ロータリーに輝きを」
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しておりますので、ご覧ください。予定を空けておいてくだ ■広報委員会
片岡 重裕 委員長
さい。
３０周年に向けて、地域との結びつきを深めるため、タウン
■ＳＡＡ
三島 和雄 主ＳＡＡ 誌を活用してクラブの活動内容を掲載し、知名度を高めた
いと思います。また、ロータリーの友８月号に記載された、
本日、後期の例会担当表をメールボックスへ入れておりま フェイスブックで交流、の見出しの２０１２年５月に新発田城
す。担当の月を確認しておいてください。
南ＲＣ（第２５６０地区・新潟県）の松田さんらにより立ち上
げられた「ＦＢロータリアン交流会」を参考に、交流の輪が
広げられたら、と思います。
■職業奉仕委員会

卓

1 職場体験
よく「おもてなし」という言葉を当たり前のように使われてい
ますが、「サービス」と「おもてなし」の違いを考えようとのこ
とで、学生の方に職場体験を考えております。

クラブアッセンブリー 「クラブ協議会」
■クラブ運営委員会

菅本 泰年 委員長

話

村角 末義 委員長

某ホテルにて実施を考えておりますが、まだ具体的なとこ
クラブ運営委員会の重要な役割の一つに｢会員間の親 ろまで詰めておりません。
睦を図るための行事や活動の企画｣があります。
親睦活動小委員会の植田委員長に企画して頂き、１１月２
～３日に小豆島に行き、島の地場産業である素麵工場の 2 卓話
見学や箸分け体験、昔ながらの伝統に頑なに拘って製造 今月、親睦委員会担当で、小豆島へ一泊行きました。
する醤油藏を若き経営者の解説で見学させて頂きました
そこで、体験したのがそうめんを作る「なかぶ庵（なかぶあ
二十四の瞳の映画村の見学では、木造造りの校舎、机、 ん）」、しょうゆを作る「ヤマロク醤油」の見学を致しました。
椅子、黒板、オルガン等々 全てが５０数年前の小学生 これら歴史と伝統のある仕事が大手企業の量産により跡を
の頃にタイムスリップしたようで、たいへん懐かしく 思わ 継ぐ者も少なくなっています。
れました。小さな狭い運動場で竹馬、鉄輪転がしもして楽
しんできました。
大手企業ではまねができないものや日本の伝統文化につ
今月の１０日には、当ホテルのビール祭りに参加させて いて勉強するということで卓話を考えております。
頂きました。たいへん盛り上がり楽しかったです。
来月６日の年末家族会での、マグロの解体ショウやワイン 先日、テレビである刃物屋さんが映っていたのですが、オ
ショウが楽しみです。植田親睦委員長には、いろいろ楽し ーナーは外国の方でした。
い企画をして頂き感謝しております。
日本の刃物は世界一とのことで、海外からの注文が多いと
のことです。
■ＳＡＡ
三島 和雄 主ＳＡＡ
オーナーも刃物について一から修行をし勉強をして現在、
日本人以上に刃物については大変詳しいとのことでした。
今年も皆で盛り上げようと、例会運営を全員で行うことと このように世界に誇れる技術がまだまだたくさんあります。
しました。只、その他の点は少しマンネリ化を感じたので、 ロータリーを通じて広げていけてはどうかと思います。
若干変化を持たせました。
例年、歌はロータリーソングでしたが、今年は童謡を主 宜しくお願い致します。
としました。ロータリーソングだけの時と異なり、会員がニコ
ニコして歌っておられるように見受けられます。例会前の
体操も変えました。少しきつくなったように感じます。それ
は歳のせいかもしれません。外国の言葉も挨拶から、「あり
がとう」に変えました。まだ半分以上残っておりますが、明
るい楽しい例会にすべく、一層のご協力をよろしくお願い
します。

「ロータリーに輝きを」
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■社会奉仕委員会

山路 高純 委員長

７月最初の事業で大阪府立整肢学院に於いて夏祭りを行
いました。次に９月に東淀川区民まつりでの盲導犬育成の
チャリティバザーを行いました。それぞれ事業後の打上含
めて会長の思う「会員どうしの親睦の和」が達成できたと思
われます。残りの期間に防災関連事業や、切手事業等が
残っております。その他今までにない事業を考えていきた
いと思います。
■青少年奉仕委員会
北野 克美 委員長

ＩＭ第６組ガバナー補佐 戸田 和孝様

昨年は新世代奉仕、その前は青少年奉仕、そして今年は
青少年奉仕。いかにＲＩの方も２６６０地区に於いて予算の
約半分を占め、当６組に於いても予算半分を占めながら。
勿論、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、苦悩がひしひしと感じられますが。な
かなか当倶楽部の増強活動と相まって具体的活動に進め
ないというのが現状です。
１)：まずＲＹＬＡ（Rotary Youth Leadership Awards）につ
きましても、参加にさえも至っておりません。
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
ンターアクトは６校です。
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
っていても、いざロータリアンになるのは、約一割です。
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、そしてライラ開
催に向けたクラブの取り組みに関わりたいと考えます。
■国際奉仕委員会

遠藤 義彦 副委員長

・トルココサカ村に水道の設営が、サムスンＲＣと共同で安
井会員のご尽力で６月に完成しました。
・東北の震災に対して、福島のりんごを買おうとの運動に
皆様のご協力をお願い致します。
■ＩＭ実行委員会

花原 昭弘 委員長

１０月１８日インターシティミーティング皆様の多大なご支援
により大成功の内に終えることが出来、感謝申し上げます。
只今ガバナーホームページの映像を作成中です。

「ロータリーに輝きを」
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１２月のバースデーロータリアン

１２月 ２日
１２月 ８日

松本（圭） 会員
加藤
会員

ＭＥＭＯ

「ロータリーに輝きを」
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本日のメニュー
～和食～
トマトサラダ ～ベジファースト～

次週のプログラム

お刺身盛合せ 鮪 烏賊
真鯛の西京味噌焼き
第 1394 回例会／2014 年 12 月 10 日
～ガバナー公式訪問～

鱈と海老の蒸し物に蕪のすり流し
牛フィレ肉の網焼き 生姜ソース

◆世界の言葉
「コープン

きのこ御飯とお味噌汁
デザート マロンアイスクリーム
珈琲

ขอบคุณ」

◆国歌斉唱

「君が代」

◆唱

歌

「ふるさと」

◆卓

話

（タイ語）

「ガバナー講話」
ＲＩ第２６６０地区ガバナー
泉 博朗 様

次週はガバナー公式訪問です。

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

理事、松川、安井各会員・・１１時２０分集合

・（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

その他会員・・・・・・・１２時１０分集合
例会前に記念写真を撮影します。
時間厳守でお願いします。
受付担当の方は早めにお越し下さい。

＊＊＊ 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
１２

日

曜日
予定
３ 水 第１３９３回 例会 年次総会

時間他
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

１０

水

第１３９４回 例会 ガバナー公式訪問

１１：３０～懇談会 １２：１５～写真撮影

１４

日

「琵琶湖一周歩こう会」（鯖作戦）第５回１０：０１新旭集合

８：４５ 大阪発 近江今津行 新快速
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

