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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
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■ 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 1402 回例会／2015 年 2 月 18 日
本日の世界の言葉
「ドーシャー 多謝」 （台湾語）
標
語
「Light up Rotary」
「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 ｢早春賦｣
春は名のみの
谷のうぐいす
ときにあらずと
ときにあらずと
話

■司会進行

SAA 横山会員

■唱

歌

SAA 武市会員

■来賓紹介

SAA 武市会員

伊丹ＲＣ

■出席者報告
第 1401 回例会

風の寒さや
歌は思えど
声もたてず
声もたてず

会員数 32 名
出席数 24 名

冨田 茂 様

SAA 稲田会員
2015 年 2 月 4 日
出席率 84.38％
欠席数 5 名

出席免除会員欠席数 3 名

第 1400 回例会（1/28）
メ－クアップ 3 名 修正出席率 84.38%
1/24 中川会員
1/24 安井会員
2/05 山路会員

クラブアッセンブリー
「半期事業報告」
各委員会委員長

「ロータリーに輝きを」

第 1401 回例会報告 （2 月 4 日）
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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

生尾 雅美
2015.2.4

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
鋳方会員、村木会員、村角会員、山路会員、
山本会員
本日の合計
今年度累計

米

山

ボ

5,000 円
113,000 円

ッ

ク

ス

鋳方会員、村木会員、村角会員、山本会員
本日の合計
今年度累計

4,000 円
116,000 円

生尾会長と２月が誕生月の田中、安井、片岡各会員

あまり口にしたくない事なのですが、あのイスラム国という
ニ コ ニ コ 箱
報
告
のは何を考えているのか・・・
安倍首相は外遊でイスラム国ではなくＩＳＩＬ（アイシル）とい ■SAA
大橋会員
う名称で呼ぶようにしたそうですが、いつの間にかまた戻っ
ています。
伊丹ＲＣ 冨田 茂 様
これは全くの私的な考えですが、お釈迦様が仏教を興し
いつもお世話になります。
たのが２５００年前、キリスト＆ムハンマドが聖書やコーラン
鋳方会員 毎日寒いですネ！風邪などに負けず、
にたどり着いたのが２０００年前です。
毎日元気に過ごしましょう。
以来彼らを超える人間は出現していません。
大石会員 ３０周年 皆様 頑張ろう！！
ということは２０００年以上も前からそれぞれの考えをもって
松川会員 他のＲＣで「ＫＡＮＯ」のＰＲをやって
行動しているので、イスラム国の人たちの考えを変えさせ
います。
るのは不可能かと思います。
村木会員 月初につき。
２０００年経ってノアの方舟は科学的に立証された訳でなく、
村角会員 今日は立春、暖かい春が待ちどうし
マリア様が処女であったことの証明などされていません。そ
い。
んな事はどうでもいい。
安井会員 ２月２４日で６０才、還暦です。この年
それを事実として２０００年の時が過ぎているのです。
まで元気に過ごさせてもらった事に
我々ロータリアンは少しでも人数を増強して、世界平和の
感謝です。誕生日のお祝、有難うご
役に立てるよう行動したいものです。
ざいます。
山路会員 前回欠席のお詫び。
山本会員 元気に節分を超えました。有り難いこ
とです。
本日の合計
今年度累計

■災害復興Ｐ基金報告

２月 ４日

「ロータリーに輝きを」

39,000 円
963,035 円

４，０００円
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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
■幹事報告

幹事

久富 義郎

■３０周年実行委員会（増強）

片岡 重裕 委員長

危険ドラッグについての公開卓話を行いますので、多数ご
参加下さい。
■ローターアクト小委員会

太田 雅裕 副委員長

２０１５年５月２４日（日）に大阪御堂筋本町ローターアクトク
ラブが主催で年次大会をされます。場所は、ウェスティンホ
テルです。

・２月の予定表をボックスへ配布しておきました。ご確認
下さい。
・Ｒ財団、米山奨学会寄附金の確定申告用控除証明書
が届きましたので、ボックスへ入れております。確定申
告の時にお使いください。

卓

話

第７回クラブフォーラム
社会奉仕委員会
山路 高純 委員長

・６月のＲＩ国際大会サンパウロへのツアー案内が届きま
した。回覧します。
・次週は建国記念の日ですので、例会は休会です。次
回は２月１８日です。その日はクラブアッセンブリー半
期事業報告を行いますので、各委員会委員長は、半
期報告と後半の計画について、発表をお願いします。
・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。

委

員

会

報

■親睦活動小委員会

告

植田 誠 委員長

・明日は新年会 よろしくお願いします。
・恵方巻き ありがとうございました。

「ロータリーに輝きを」
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7 月始まって早々の事業で『大阪府立整肢学院夏祭り
2014』を行いました。
本当であれば、もっと早くからメンバーの皆様やご家族の
方々に案内を出し、また用意するものを整えておれば、途
中買い出しに 2 度 3 度と行くことなく済んでたと思われます。
その節はご迷惑をおかけしました。しかし、子供たちのパワ
ーはすごいもので、毎年の夏祭りを楽しみにしていたことも
あり、てんやわんやしている我々なんか気にもせず、いろ
んなゲームや食べ物の出店を楽しんでもらえたなと思えば、
やりがいあったなと思われます。
事業の運びとしては、それぞれのコーナーで役割の配置
換えをすれば休憩を入れながら身体の負担なく済んだの
ではないかと思われます。
他にライオンズクラブや大阪 JCOB とのコラボで参加されて
いた方々にも、ロータリークラブの一致団結した姿を見せ
れたかと思われました。
次回は「8 月に行えれば…」との学院側の要望がありました
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
ので、調整したいと思います。

ニ大阪 鳳凰の間で 泉Ｇ、立野ＧＥ、はじめ他各クラブ
会長、幹事 ＲＦ推進担当者、ＲＦ実行委員会メンバー、総
9 月中旬に『東淀川区民まつり（盲導犬育成チャリティー）』 務・広報委員会メンバーなど約３００名の参加者のもと準備
を行いました。
委員会が開かれました。
これも早くから案内を出していれば、もっとバザー品が集ま
ったのではと思われます。丁度菅本会員の方から提案が 2.この「ロータリーフェスティバル」５月５日
あり、淀川ローターアクトのパイロット事業として進めること に向けての各クラブへ以下の要請がありました。
ができました。淀川ロータリーさんのバックアップもありバザ Ⅰ参加者に関わる支援
ー品の追加や人員の応援もあってチャリティーとして成功 1） ロータリー愛のパレードの参加
したと思われます。
＊各クラブ１０名以上の参加。
[当日は揃いのポロシャツ：三千円で当クラブも後々のイ
秋には淀川警察署、東淀川警察署と共同で防犯に対する
ベント使用も含んで購入予定]を着用して、クラブ旗を
事業を計画に挙げていたのですが、機会を逃しましたので
先頭に：９時より大阪市役所前より中央公会堂までの
春に行いたいと思います。
900 メートルを鼓笛隊を先頭にＩＭ毎にパレードをする。
2）キッズダンスフェスティバルへの参加と招待者の選定勧
途中 8 月に社会奉仕委員長会議があって、『大阪湾再生 誘 （様々な機会に恵まれない施設の子供たち等を観客と
に向けた取り組みについて』や『危険ドラッグについて』や して優先的に招待する。；社会奉仕活動の一環）
『飲酒運転撲滅運動』や『献血について』の話が出て、中 ３）危険ドラッグ撲滅サミットへの招待者選定と勧誘
でも『献血について』で大阪府赤十字センターの安原推進 （危険ドラッグ撲滅サミットでは、この分野で日本をリードす
課長のお話を聞いて、卓話にお招きしようと思っていたとこ る方々による講演や討論会などが予定されており、社会奉
ろ、先週来ていただいてたみたいで、間の抜けた姿を見せ 仕、青少年奉仕活動としての参加、招待、PR の要請があり
てしまいました。
ます。）
以上ロータリアンは全てのプログラムに参加でき、家族
他に実施計画案に『東日本大震災への支援活動』や『切 共々での積極的参加が要請されております。
手収集活動』を挙げましたが、『近隣小学校との事業』や Ⅱ 資金面での協力。
『環境保全事業』とまだまだ社会奉仕がある中、泉ガバナ 1）。 協力拠出金；一人２０００円
ーがおっしゃられている『いかにやりがいのある奉仕活動 2）。 ポロシャツの購入
をするか』を基にできることから進めていきたいと思いま
地区活動のシンボルウエア―との作成ですが、当クラ
す。
ブとしては、 ポロシャツを作る事が理事会での承認を受
けており、入会後未配布の会員には無料、その他の会員、
ご清聴ありがとうございました。
家族には購入ということにします。
尚価格は３０００円、サイズは S.M.L.XL の４種類です。ブ
ルーの中々洒落たポロシャツです。秋の東淀川区民祭り
等などへの転用も考えております。
2） チャリティコンサートチケットの購入依頼
投稿コーナー
出演；加藤ヒロユキ。阿佐聖姫子のコラボコンサート
北野 克美会員より
価格：３０００円
3） 弁当、お茶席券の予約
中央公会堂 ３階の”友愛の広場 ロータリーカフェとお茶
席[予約制]
「ロータリーフェスティバル（ＲＦ）成功への集い」報告
で使用されます。
新大阪 「ＲＦ」実行委員長
北野 克美
以上詳しい行事についての案内は後日届きますが。RI 本
１ 目 的
部も当クラブも抱える会員増強の一環といたしまして、積
ＲＦは、地区内全てのロータリアンの自信と誇りを高め、
極的にこの「ロータリーフェスティバル」５月５日に参加した
各クラブの活力増大、公共イメージの向上、会員増強を目
いと考えます。
指すものであるという、ＲＦの意義、内容を各クラブ幹部他、
関係者に十分に理解してもらい、各クラブの積極的な協力
と参加を促し、地区ロータリーデーのモデルとなるＲＦの成
功を目指し、各クラブが抱える問題の解決を目指して、去
る２月１４日（土）１０：００～１２：００迄： ホテルニューオオタ
「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

ＭＥＭＯ

「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

次週のプログラム
本日のメニュー
～100 万ドルミール～
先ずは ベジファースト
『旬の白菜とキャベツのサラダ』
第 1403 回例会／2015 年 2 月 25 日

栄養豊富な 黒ごま カレー
デザート
江口のふわとろ杏仁にくちどけりんごシャーベット
珈琲

◆世界の言葉
「ドーシャー 多謝」 （台湾語）
◆国歌斉唱

「君が代」

◆唱

「早春賦」

歌

◆卓

話
公開卓話
「危険ドラッグの啓発活動について」
イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower 他
大阪府健康医療部薬務課
・（C）ikoi・Miho´s house 他
栗原 陽子 様
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

※例会終了は１４時となります。

＊＊＊ 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
２

３

曜日

１８

水

２２

日

２５
４
１１

水
水
水

予定
第１４０２回 例会 クラブアッセンブリ―

時間他
半期事業報告

第４５回健康家族の会「耐寒ハイキング 摩耶山」
「琵琶湖一周歩こう会」第７回
第１４０３回 例会 「危険ドラッグの啓発活動について」 栗原 陽子 様
第１４０４回 例会 メンバー卓話（未定）
第１４０５回 例会 「創立３０周年式典について」吉田委員長

１１：４５～３０周年式典・祝宴委員会
１３：３０～第６回３０周年実行委員会
９：００阪急神戸線王子公園駅集合
９：３０ＪＲ安土駅集合
１４：００～絵画クラブレッスン
１３：３０～定例理事会
１３：３０～第７回３０周年実行委員会

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

「ロータリーに輝きを」
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他ｂｌｕｅｄａｉｓｙ他

