週

報

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
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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

Ｎｏ．1398

Date 2015.1.14

http://www.shin-osakarc.jp

＊＊＊ 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 1398 回例会／2015 年 1 月 14 日
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 1397 回例会報告 （1 月 7 日）
■司会進行

SAA 稲田会員

■唱

歌

SAA 山路会員

■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」
唱

卓

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
話
「３０周年記念事業について」
３０周年実行委員会

久富 義郎 幹事
「ロータリーに輝きを」
－1－

■出席者報告
第 1397 回例会
会員数 32 名
出席数 25 名

SAA 稲田会員
2015 年 1 月 7 日
出席率 87.50％
欠席数 4 名

出席免除会員欠席数 3 名

第 1396 回例会（12/24）
メ－クアップ 1 名 修正出席率 81.82%
12/25 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
2015.1.7

ニ コ ニ コ 箱
■SAA
鋳方会員

稲田会員
大石会員
大橋会員

生尾会長、久富幹事と１月が誕生月の横山、太田、湯浅各会員

頌春という言葉があります。
これは「しょうしゅん」と読み、春を分け合いましょうという
意味だそうです。
例年正月は天候の良い日が多いですが、今年もまさに
頌春という気分でした。
但し、目上の人に対して使う言葉ではないので気はつけ
ないといけませんね。

■災害復興Ｐ基金報告

１月 ７日

４，０００円

北野会員
谷口会員
久富会員
三島会員
村木会員
村角会員
安井会員
山路会員
湯浅会員
横山会員
吉田会員

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ

米

山

ボ

12,000 円
100,000 円

ッ

ク

「ロータリーに輝きを」

153,000 円
882,035 円

幹事

久富 義郎

・豊中南ＲＣより例会変更と休会のお知らせが来ておりま
す。回覧します。

ス

鋳方会員、生尾会員、北野会員、谷口会員、
久富会員、村角会員、山路会員、湯浅会員
本日の合計
今年度累計

■幹事報告

告

大橋会員
新年あけましておめでとうございます。
皆様にとって良い年になりますよう
に！健康に気をつけて楽しくやりまし
ょう。
賀正。本年も宜しくお願い申し上げま
す。
新年おめでとうございます。
３０周年。ロータリーに感謝。
あけましておめでとうございます。本
年もよろしくお願いします。
あけましておめでとうございます。
明けまして、おめでとうございます。
今年は益々よろしくお願いします。
おめでとうございます。本年も宜しく
お願いします。
明けましておめでとうございます。今
年も宜しくお願いします。
明けましておめでとうございます。本
年も宜しくお願いします。
新年にて。
新年あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願い申し上げます。
新年にて。
新年明けましておめでとうございます。
今年も元気な１年になりますように。
新年明けましておめでとう。
本日の合計
今年度累計

鋳方会員、生尾会員、北野会員、谷口会員、
久富会員、村角会員、山路会員、湯浅会員
本日の合計
今年度累計

報

12,000 円
106,000 円
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・１月の予定表を配布しておきました。ご確認下さい。
・本日例会終了後、定例理事会を行います。理事の皆
様よろしくお願いします。

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
せん。しかし、この考え方は大切なことだと思います。この
あと古里玉野に帰って母親を囲んで兄弟 3 家族 10 人で正
委
員
会
報
告
月を祝いました。
■親睦活動小委員会
植田 誠 委員長
2 日には宝塚に帰ってきて我が家で、孫も含めて 9 人で新
年を祝いました。幸せな、久富家の幕開けです。5 日から
勤務も始まり、今日に至っています。
幹事の仕事 6 か月が終わりました。あと半分残っていま
すし、次年度会長の助走が始まりました。1 年半の任務と
なりますが、皆様の助力で立派に任務を成し遂げたいと思
いますので今後とも、もっともっとご支援をよろしくお願い
いたします。
新大阪 RC の今後だけでなく私共病院にも言えることで
すが、若者の力が必要です。彼らを育て、成長させること
が必要です。今後、ロートアクト活動にも積極的に参加協
力していこうと考えます。子供・若者が社会の宝物なので
上期親睦活動を中心とした「ＤＶＤ」が完成致しました。良 す。
クラブの運営費用の問題は、会員が減少すれば逼迫し
き思い出として皆様どうぞ！
ますが、値上げをすれば解決します。節約を考えると、食
※制作費として一人千円頂きますね。
事の質・量を減らすことで節約になるかどうかわかりません
■３０周年実行委員会 中川 建司 記念事業副委員長 が、もう少し例会時のカロリーを下げることで、会員の健康
面に寄与できそうな気がいたします。こんなことをホテル側
３０周年記念事業のアンケートを再度実施させていただき にもお願いしていこうと考えています。
ます。
新聞で、対談を読みました。「不機嫌は立派な環境破壊
ご協力をお願いします。
である」というものです。岡山のノートルダム清心の元理事
長の渡辺和子先生の言葉です。「笑顔は立派なエコです」
これは病院の新年のあいさつでも述べましたが、笑顔であ
いさつ。大切なことです。
笑顔あふれるもっともっと楽しい新大阪 RC にすべく頑張
卓 話
っていきます。ますますのご協力をお願いして新年のご挨
拶といたします。
「新年挨拶」
久富 義郎 会長エレクト

李政君（元米山奨学生）
が凸版印刷ＨＰで紹介されました！
李政君の勤務先である、凸版印刷株式会社のＨＰの就活
生向けページに、外国人先輩代表として紹介されました。
詳しくは下記リンクをご覧下さい。

あけましておめでとうございます。
皆さんお正月をいかに過ごされたのでしょうか？
私は元旦に、例年どうり、年末にも話題にした回生天満宮
に「患者さんの平安と病院の発展」をお願いしてのち、病
棟の回診をしました。139 人の患者さんがお正月を病院で
過ごされました。味気ないものでしょうが、この初体験を楽
しんでくださいとは、健康な者の戯言に聞こえるかもしれま
「ロータリーに輝きを」

－3－

http://www.toppan.co.jp/recruit/shinsotsu/
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
～洋食～
先ずは・・・ベジファースト 桃蕪のサラダ
寒鰤のカルパッチョに北海の帆立貝柱
赤カブビネグレットソース
第 1399 回例会／2015 年 1 月 21 日

貝だくさんの ポー・ トー・ フー

◆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」

ロールパンとフランスパン
デセール 江口のパンナコッタとカシスシャーベット
コーヒー

◆卓

話

第６回クラブフォーラム
国際奉仕委員会
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
１

２

曜日

予定

時間他

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

１８

日

「琵琶湖一周歩こう会」第６回

集合時間、場所未定

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/mayflowe 他
r・ 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

