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■ 事務局
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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 1395 回例会／2014 年 12 月 17 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」

卓

SAA 湯浅会員

■唱

歌

SAA 田中会員

■来賓紹介

SAA 田中会員

ＲＩ第２６６０地区ガバナー
（大阪帝塚山ＲＣ）
大阪帝塚山ＲＣ
■出席者報告
第 1394 回例会

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
話
「半期事業報告」
生尾会長
久富幹事

「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」

唱

第 1394 回例会報告 （12 月 10 日）

会員数 33 名
出席数 26 名

泉 博朗 様
川上 富清 様

SAA 湯浅会員
2014 年 12 月 10 日
出席率 84.85％
欠席数 5 名

出席免除会員欠席数 2 名

第 1393 回例会（12/3）
メ－クアップ 6 名 修正出席率 90.91%
11/24 花原会員
12/06 横山会員
11/24 松川会員
12/06 吉田会員
12/06 植田会員
12/06 大橋会員
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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
2014.12.10

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
生尾会員、谷口会員、村木会員、山本会員、
吉田会員
本日の合計
今年度累計

米

山

ボ

7,000 円
83,000 円

ッ

ク

ス

生尾会員、谷口会員、村木会員、山本会員、
吉田会員
本日の合計
今年度累計

7,000 円
90,000 円

本日の合計
今年度累計

51,000 円
695,035 円

先日、日本ライトハウスの橋本理事長とワンちゃんが卓
話に来られました。私がケーブルテレビでよく見る番組で
「カリスマドッグトレーナー」というのがあります。この番組は、
すぐ咬んだり、吠えたり飼い主でも手に負えないワンちゃ
ニ コ ニ コ 箱
報
告
ん達を、ものの見事に矯正するという番組です。
ただし、このカリスマトレーナーは、犬と同時に飼い主を ■SAA
谷口会員
も教育します。飼い主の心の動揺は、犬に伝わる、犬の行
動は飼い主の心の表れである、というのが彼の持論です。
生尾会長 泉ガバナーをお迎えして。
ＴＶの通りに自宅で自分の犬に接してみても、さあうまく
久富幹事 泉ガバナーをお迎えして。
は行きませんが、犬たちはこちらの顔をしっかり見つめて
遠藤会員 家族会欠席させて頂き申し訳ありま
います。犬を飼っておられる方は一度ご覧下さい。
せん。親代わりとして、姪の結婚式、
長崎でバージンロードを歩きました。
大石会員
泉ガバナーをお迎えして！！
☆休会中の川内会員夫妻と久富幹事（１２月９日撮影）
太田会員 家族会欠席のお詫び。
田中会員 泉ガバナーをお迎えして。
谷口会員 妻の誕生日に美しい花をありがとう。
花原会員 泉ガバナーをお迎えして。植田親睦
委員長、楽しい家族会をありがとうご
ざいました。
松川会員 泉ガバナーをお迎えして。
三島会員 家族会楽しかったです。お世話にな
りました。
村角会員 泉ガバナーをお迎えして。
安井会員 ガバナー訪問有難うございます。
山本会員 先日の家族会、友人のお通夜に行き、
止む無く欠席、淋しくなりました。
吉田会員 泉ガバナーをお迎えして。

■災害復興Ｐ基金報告

１２月 １０日

「ロータリーに輝きを」

１，０００円
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■幹事報告

幹事

久富 義郎

仕は城」と申しました。いくら立派なお城でも、砂上の楼閣
では、やがて崩壊いたします。親睦を基礎とした絆で、より
・先週 3 日に行われました定例理事会の議事録と年賀 効果の高い奉仕が実現し、大きな感動を共有することが出
状用住所録を、皆様のメールボックスへ入れておきま 来るのです。また奉仕を通じて、親睦が深まることを多く経
した。ご確認下さい。
験いたしました。親睦を燃料とし、奉仕の炎を燃やしてい
・高槻東ＲＣより例会場、事務局の移転案内が届きまし ただきたいのです。「親睦」と「奉仕」の結果、すなはち、
た。回覧します。
「ロータリー活動」の結果、私たちは何を得るのでありましょ
・次週１７日、例会前１２時より、前年度理事会を行いま うか。それは「寛容の精神」と「信頼感」であります。「親睦」
す。前年度理事の方はよろしくお願い致します。
と「奉仕」を通じて、互いに理解し合い「信頼」と「寛容」を感
じ合うわけであります。
皆様の心に触れる奉仕活動を見つけていただきたいので
委
員
会
報
告
す、そして、その「奉仕」を深めていただければいいわけで
あります。
■３０周年実行委員会 中川 建司国内事業担当委員長 「一隅を照らすこれすなわち国の宝なり」という言葉があり
ます。皆様おひとりおひとりがご自身の周りを照らすことが
次週例会終了後、委員会を開催しますので、正・副委員 結果として全体を照らすという考え方であります、まさに
長はお集まりください。なお、前日１６日までに国内事業の 「Light up ROTARY」、「ひとりひとりの輝きで、あなたの地
アンケートをＦＡＸでお送りください。宜しくお願いします。 域を輝かそう」であります。
次に、「職業奉仕」についてでありますが、職業奉仕とは、
「職業をもって社会に奉仕する」ということです、これは、コ
ンプライアンス、職業倫理を超越した、むしろ、個人として、
卓 話
ご自身の職業とどの様に向かい合うかという、いわゆる職
業観、人生観に基づく奉仕と考えられないでしょうか。自分
「ガバナー講話」
の仕事がどのように世の中に役に立っているのかを考えな
ＲＩ第２６６０地区ガバナー
がら、そして、感じながら、仕事を出来るようになることが、
泉 博朗 様
ロータリアンの目指すべき姿ではないかと思うわけでありま
す。その指針が「4 つのテスト」であり、「最も奉仕する者、
最も報われる」という言葉であります。
未来は若者によって作られます、そして、若者たちは、私
たちを見て、未来を感じているのです。若者の前では、明
るい未来、力強い未来を語って欲しいわけであります。
本年度は、ゲイリーホァン RI 会長の推奨事業であります
「ロータリーデー」の実施をお願いいたしております。地区
といたしましては、2015 年 5 月 5 日のこどもの日に「ロータ
リーフェスティバル Light up OSAKA 考えよう子供の未
来に出来る事」と銘打って、中之島公会堂を借り切りまして
行う予定であります。
今年度のもう一つのキャッチフレーズは、「楽しいロータリ
皆様こんにちは、本年度、地区ガバナーを仰せつかりまし
ー、待ち遠しいロータリー、わくわくするロータリー」でありま
た大阪帝塚山ロータリークラブの泉でございます。本日は、
す。皆様が集うかぎり、楽しくなくてはなりませんね。いろい
敬愛する新大阪ロータリークラブの皆様方にお会いできま
ろな楽しみを皆さんご自身のクラブの中で見つけてほしい
したこと誠に光栄であります。どうぞよろしくお願いいたしま
わけであります。
す。
皆様おひとり、おひとりが活性化すれば、自然と英知が集
本年度ＲＩ会長は台湾台北ＲＣのゲイリーホァン氏でありま
まり、未来を築く力が湧いてくるということであります。
すが、そのテーマは LIGHT UP ROTARY（ロータリーに
貴クラブの皆様は、私たちの仲間であります。また、2660
輝きを）であります。地区としてのテーマは「ひとりひとりの
地区におきまして、なくてはならない存在であります。共に
輝きで、あなたの地域を輝かそう」であります。RI の方針、
力を合わせ、意思の疎通をはかり、この伝統ある 2660 地
地区の方針の詳細につきましては、ガバナー月信７月号
区のクラブであってよかった、ロータリアンでよかったと言
を全会員に配布いたしましたので、ご参照していただきた
えるように感じていただき、今後とも益々のご発展、ご活躍
いと思います。
をされることを祈念いたしまして、ご挨拶とさせていただき
ロータリーの基本方針は「親睦」と「奉仕」であります。私は、
ます。ありがとうございました。
ＰＥＴＳ、地区研修・協議会におきまして「親睦は石垣 奉
「ロータリーに輝きを」
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第 44 回 健康家族の会

「満喫紅葉 鞍馬・貴船ハイキング」
＝格子窓 紅黄緑に 立ちつくす＝

鞍馬駅から修学院駅に行き、タクシーで曼殊院へ。曼殊
院門跡は洛北屈指の名刹で、門跡というのは、皇室一門
の方が住職であったことを意味します。国宝の黄不動画
像・古今和歌集（曼殊院本）1 巻があり、紅葉の名勝として
も有名です。
そこから詩仙堂の方に歩いて 15 分、近くの人に勧められ
ほ ん りゅうてい

て、圓光寺へ。山門を抜けると、枯山水「奔龍庭」が眼前に
広がります。白砂を雲海に見たて、天空を自在に奔る龍を
石組であらわした枯山水です。

8 時に京阪 淀屋橋駅に集合し、特急で出町柳駅へ。今回
は紅葉の京都なので、男性 5 人、女性 7 人の参加でした。
叡山電車 出町柳駅でもすでに多くの観光客が改札口
に行列していました。
もみじのトンネルを抜け鞍馬駅下車。健脚バンビ組は、歩
いて鞍馬寺本殿金堂（源義経が幼少の頃過ごした寺）へ、
ケーブルカーで登ってきたパンダ組と合流。本殿前の広
場からすばらしい紅葉を眺め、パワースポットで全身にパ
ワーを授かり、木の根道を通って貴船神社へ。
当日は、薄日が差すもみじ狩り日和で、山道は人の切れ
目がないほど、多くの人々が来られていました。貴船神社
参拝後、バスで貴船口へ。貴船口駅から電車で鞍馬駅に
戻ってきました。ケーブルで下りてきたパンダ組と合流し、

じゅう ぎ ゅ う の に わ

「十 牛之庭」に入ると竹林をバックに紅・黄や緑のもみじ

がいっせいに目に飛び込んできました。
「一瞬息をのむ美しさ」と、たとえられるほど、見事な美しさ
に驚いてしまいました。庭園では、ライト・クレーン車・移動
用レール等の準備が進められ、当日は午後 5 時で閉門し、
関西 TV「スーパーニュース」でライトアップした紅葉が放映
され、26 日には NHK でも放映されました。
裏山に登り、真赤な太陽が西の山に沈むのを、時間の過
ぎるのも忘れて眺めました。京都に来るとどうしてゆったりと
時が過ぎるのでしょうか。
一乗寺まで歩き、叡山電車 出町柳駅で京阪に乗り換え、
特急で淀屋橋駅まで帰ってきました。駅近くの「IPPO」でさ
っそくビールで乾杯し、しっかり飲んで、すばらしい紅葉の
山門横にある、以前来たことがある「雍州路」で昼食です。
お話で盛り上がりました。
（当初は宝ヶ池まで下り、その付近でお昼の予定でしたが、 最後に人気の博多もつ鍋でしめ、20 時 30 分に散会しまし
どの店も満席で予約が取れませんでした）
た。
「くらま山精進膳」に＋500 円で松茸の土瓶蒸しや、てん 今回は、2 コースに分けたので 12 名もの参加をいただき、
ぷらの盛合わせが付く、超豪華な昼食でビールを 12 本飲 大いに皆様楽しんでいただき、リーダーも満足でした。
んでしまいました。
ようしゅう じ

「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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次週のプログラム
本日のメニュー
～和食～
ベジファースト ～大きなトマトのサラダ～
第 1396 回例会／2014 年 12 月 24 日
寒鰤のお刺身
◆世界の言葉
すずきの蒸し物 海胆風味

「コープン

牛フィレ肉の網焼き みぞれソース

◆国歌斉唱
◆唱 歌

ขอบคุณ」

（タイ語）

「君が代」
「四つのテスト」

十五穀米の鯛茶漬けと香物
◆卓
デザート 抹茶アイスクリームにあずきソース

話
「幹事の思うこと」
久富 義郎 幹事

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

日

１２

１

曜日

予定

時間他
１２：００～前年度理事会

１７

水

第１３９５回 例会 半期事業報告 会長・幹事

２４

水

第１３９６回 例会 「幹事の思うこと」 久富 義郎 幹事

２６

金

７

水

第１３９７回 例会 新年互礼会 会長エレクト挨拶

１４

水

第１３９８回 例会 ３０周年実行委員会

１３：３０～３０周年実行委員会

１３：３０～絵画クラブレッスン
事務局業務最終日（２０１５．１．５業務開始）

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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