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＊＊＊ 四つのテスト ＊＊＊
言行はこれに照らしてから
1. 『真実』かどうか

＊＊＊ 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。
第２ 職業上の高い倫理基準を保ち､役立つ仕事はすべて
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 1397 回例会／2015 年 1 月 7 日
～新年互礼会～
本日の世界の言葉
「テシェキュラ Teşekkürler」 （トルコ語）
標
語
「Light up Rotary」

第 1396 回例会報告 （12 月 24 日）
■司会進行

SAA 湯浅会員

■唱

歌

SAA 田中会員

■来賓紹介

SAA 田中会員

「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」
国歌斉唱 「君が代」
唱
歌 ｢手に手つないで｣
手に手つないで つくる友の輪
輪に輪つないで つくる友垣
手に手 輪に輪
ひろがれ まわれ 一つ心に
おゝ ロータリアン
おゝ ロータリアン
卓
話
「新年挨拶」
久富 義郎 会長エレクト
「幹事の思うこと」
久富 義郎 幹事
「ロータリーに輝きを」
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■出席者報告
第 1396 回例会
会員数 33 名
出席数 24 名

SAA 湯浅会員
2014 年 12 月 24 日
出席率 78.79％
欠席数 7 名

出席免除会員欠席数 2 名

第 1395 回例会（12/17）
メ－クアップ 4 名 修正出席率 90.91%
12/06 鋳方会員
12/06 村木会員
12/06 安井会員
12/06 湯浅会員
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
2014.12.24

米

山

ボ

ッ

ク

ス

田中会員、吉田会員
本日の合計
今年度累計

ニ コ ニ コ 箱
■SAA

１０年程前に得意先が事故を起こし一家４人が乗った乗
用車に、こちらが居眠りで正面衝突し、明日３才の誕生日
を迎える男の子が亡くなり、運転していたお父さんが腰の
骨を折る重傷でした。
示談交渉でその家に２～３カ月に１回通っていたのです
が、その場所は新潟県中魚沼郡津南町といい、先日の大
雪で何人かがお亡くなりになった地区です。
先日お話ししたように、長野県白馬村の地震があった地
区も私が中学生の自分からお世話になった民宿のある場
所でした。
そして実は私はこの夏、木曽御嶽に旅行に行ったので
すが、ご存知のように今年噴火し、数名の方が亡くなられ
ました。
何となく良い気がしませんが、来年は行った先々で良い
事が起きるよう期待したいものです。

田中会員
山路会員
湯浅会員
横田会員

横山会員
■災害復興Ｐ基金報告

１２月 ２４日

１，０００円

吉田会員

2,000 円
94,000 円

報

告
谷口会員

今年も残り少なくなってきました。皆
様よいお年をお迎え下さい。
今年も何かとお世話になりました。来
年も宜しくお願いします。
２０１４年の締めくくりに。
法界坊 横田の戯れ
相手の姿が自分の姿と分った時、
批判の思いが反省に変る。
再会 good bye
今年１年お疲れ様でした。今日はクリ
スマス・イブです。
一年皆様方には大変お世話になりま
した。
本日の合計
今年度累計

20,000 円
729,035 円

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
田中会員、安井会員、吉田会員
本日の合計
今年度累計

「ロータリーに輝きを」

3,000 円
88,000 円

－2－

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
■幹事報告

幹事

久富 義郎

べて異常に悪いことに対する報道がなされています。開腹
手術でも成績が悪い中でも技術的に難度の高い腹腔鏡
・大阪東淀ちゃやまちＲＣより例会変更のお知らせが届 下の手術法を選択し、その結果を内部の倫理審査委員会
きました。回覧します。
などにかけてないことなどが問題視されます。腹腔鏡下の
手術、ロボット手術など駆使することにより患者さんに与え
・畑野 研太郎先生主宰のライフリバーより、会報誌が届 る手術侵襲を小さくすることが目的です。そこには十分な
きました。回覧します。
インフォムドコンセントが必要です。これとて時間をとって
やられているはずですが、結果が悪いと受けていないし、
・本日が２０１４年最終例会です。次週は大晦日で休会 不十分だとの批判が大きくなるのかもしれません。もう少し
です。次回は１月７日です。
情報の公開を待ちたいと思います。真実が見えてきませ
ん。
前にもお話ししましたが、自分の受ける医療は自分で判
委
員
会
報
告
断しましょう。判断できなくなっても、家族が選択しやすい
ように、日ごろから家族の中で、自分たちの死について話
題にしてください。臓器は提供するか、胃瘻は、人工呼吸
卓 話
は、心肺蘇生はしてもらうか？など結論は出なくても自分
の意思を家族に伝えておくことは重要です。医療の現場を
消耗感で疲弊させることのないように、お願いします。年
「幹事の思うこと」
齢・持病などが大きく影響します。その時その時で意思は
久富 義郎 幹事
変わるかもしれませんが、それで十分です。
日頃思っていることを、申し上げました。わが業界のこと
もわかっていただきよりよい医療をするためにも患者さんの
理解が必要で、地区の医療財産を有効に使うことを考えま
しょう。
今年一年、大阪回生病院・私ともどもお世話になりました。
来年もよろしくお願いします。よいお年を。

★１月のバースデーロータリアン
幹事の不手際で、会員の卓話を依頼できていなくて私が
担当することになりました。新大阪ロータリーのことにつき
心配事、希望などありますが、これは新年の会長エレクトの
時間にお話しさせていただきます。
今日は医療界の話です。2025 年問題というのをご存知
ですか。団塊の世代が大量に、後期高齢者となることによ
り、病院だけでこの人員を収容しきれなくなることが予想さ
れ、地域包括ケアシステムの構築が 10 年ほど前から叫ば
れております。近年その声が大きくなり、現実化してきてお
ります。医療機関の機能分化・強化と連携、在宅医療の充
実などが重点課題となります。病院で死ぬことはできなくな
ります。患者さんは、信頼のできるかかりつけ医を見つけ、
見取りをも含めた在宅医療が推奨されております。大阪回
生病院もこの一役を担うべく、急性期を脱した在宅への復
帰支援のための、地域包括ケアー病棟を 2015 年 1 月 1
日より始めます。今後こんな話題の増えてきますので注目
していてください。
群馬大学の肝臓切除手術の成績がほかの医療機関と比

「ロータリーに輝きを」
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１月 ２日
１月２８日
１月３０日

湯浅会員
太田会員
横山会員

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

次週のプログラム
本日のメニュー
～和食～
先ずベジファースト 菜の花のサラダ
第 1398 回例会／2015 年 1 月 14 日

お刺身 紅白仕立て 鮪と鯛の饗宴

◆世界の言葉
「テシェキュラ Teşekkürler」
（トルコ語）
◆国歌斉唱 「君が代」
◆唱 歌
「手に手つないで」

牛フィレ肉の網焼き 焼肉風
炊き合せとして 七草がゆ
新春コーナー料理にて

天婦羅盛合せ

◆卓

デザート ちよっとだけ 羊羹

話
「３０周年記念事業について」
３０周年実行委員会

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
１

２

曜日

予定

時間他

７

水

第１３９７回 例会 新年互礼会 会長エレクト挨拶

１３：３０～定例理事会

１４

水

第１３９８回 例会 ３０周年実行委員会

１３：３０～３０周年式典・祝宴委員会

２１

水

第１３９９回 例会 第６回クラブフォーラム 国際奉仕委員会

１３：３０～第５回３０周年実行委員会

２８

水

第１４００回 記念例会 卓話 日本赤十字社

４

水

第１４０１回 例会 第７回クラブフォーラム 社会奉仕委員会

１１

水

例会休会 建国記念の日

１３：３０～定例理事会

イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower・ Miho´s house 他

「ロータリーに輝きを」

－4－

2014～15 年度
他ｂｌｕｅｄａｉｓｙ他
・（C）ikoi・他

国際ロータリー会長 ゲイリー・C.K.ホアン

