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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

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
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 1403 回例会／2015 年 2 月 25 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

｢春夏秋冬｣
「流浪到淡水」
「花は咲く」

第 1402 回例会報告 （2 月 18 日）
■司会進行

SAA 菅本会員

■唱

歌

SAA 武市会員

■来賓紹介

SAA 武市会員

大阪天満橋ＲＣ

■出席者報告
第 1402 回例会

練習

会員数 32 名
出席数 27 名

話

郡 悦清 様

SAA 菅本会員
2015 年 2 月 18 日
出席率 87.50％
欠席数 4 名

出席免除会員欠席数 1 名

公開卓話
「大阪府における薬物乱用防止の現状について」
大阪府健康医療部薬務課
栗原 陽子 様

「ロータリーに輝きを」

－1－

第 1401 回例会（2/4）
メ－クアップ 2 名 修正出席率 87.50%
2/05 花原会員
2/15 菅本会員

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
2015.2.18

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
田中会員、山本会員
本日の合計
今年度累計

米

山

ボ

2,000 円
115,000 円

ッ

ク

ス

田中会員、山本会員
本日の合計
今年度累計

2,000 円
118,000 円

以前よりお知らせしています様に、５月５日（火・祝）は大
ニ コ ニ コ 箱
報
告
阪中之島中央公会堂におきまして「ロータリーフェスティバ
ル」が開催されます。２月１４日に久富幹事、北野実行委 ■SAA
横山会員
員長とともに「ロータリーフェスティバル成功への集い」に
参加して参りました。
稲田会員 妻の誕生日に美味しい野菜をありが
各クラブに参加者に関わる支援の要請があります。
とう。
１．ロータリー愛のパレードへの参加（各クラブ１０名以上の
遠藤会員 前回欠席のお詫び。
参加）・・・そろいのポロシャツを着用し、市役所から公会
田中会員 誕生祝にフォトフレーム頂きました。
堂へパレードする。
ありがとうございました。ＳＤメモリーを
２．キッズダンスフェスティバル招待者の選定と勧誘
入れて利用させて頂きます。
３．危険ドラッグ撲滅サミット招待者の選定と勧誘
花原会員 久富先生お世話になっています！！
４．クラブ内でのＰＲ・・・ロータリアンは当日の全てのプログ
植田委員長新年会楽しい一時をあり
ラムに参加可能、ご家族共々の参加を奨励
がとうございました！！
また、さらに資金面での支援要請もあります。
山本会員 新年会、ウッカリして、そろそろ認知
１．協力拠出金一人当たり２，０００円
の始まりかな？？？
２．ポロシャツの購入
３．チャリティコンサートチケット購入
本日の合計
17,000 円
４、お弁当等の予約
今年度累計
980,035 円
当クラブとしてもＲＦの成功へ向けて、北野実行委員長を
幹事 久富 義郎
中心に、最大限の協力をしていきたいと考えております。 ■幹事報告
皆様どうぞよろしくお願いします。
・２月４日に行われました定例理事会の議事録をボックス
へ配布しておきました。ご確認下さい。
・次年度ロータリー手帳の申し込みが来ましたので、回
覧します。
■災害復興Ｐ基金報告

２月 １８日

「ロータリーに輝きを」

１，０００円
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・ＪＯＣＳより会報誌「みんなで生きる」が届きましたので回
覧します。
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
・本日は１００万ドルミールです。ご協力ありがとうござい タリーフェスティバルのＰＲとロータリーの友の中身でした。
ます。
また、創立３０周年についてタウン誌等でＰＲしたいと思い
ます。

委

員

会

報

■青少年奉仕委員会

告

北野 克美 委員長

■３０周年実行委員会（増強）

片岡 重裕 委員長 昨年は新世代奉仕、その前は青少年奉仕、そして本年は
青少年奉仕、とＲＩの方も予算の半分を占めながら、目的と
次週、公開卓話「危険ドラッグの啓発活動について」のＰＲ して、青少年にターゲットを絞っているのですが、我がクラ
をさせていただきました。
ブと同様に、苦悩がひしひしと伝わる委員会ですが、なか
なか具体的、増強活動に進めないというのが現状です。そ
の中で、ローターアクト小委員会の菅本委員長が頑張って
卓 話
おります。
クラブアッセンブリー

■国際奉仕委員会、災害復興Ｐチーム
中川 建司 委員長

「半期事業報告」

■クラブ運営委員会

村角 末義 委員長

クラブ運営委員会の今年度のクラブの年次目標として、
・会員相互のコミュニケーションの密度を高める。
・会員間の親睦を図るための行事や活動を企画する。
・出席率の向上のため、例会その他の諸行事を楽しい
と思えるものにする。
を掲げておりましたが、会員の皆様方のご協力や、親睦活
動小委員会並びに会報小委員会の委員長、副委員長、
委員の方々の弛まぬ努力のおかげをもちまして、年次目
標達成まで順調に推移しているものと思われます。
以上、ご報告申し上げます。
■会報小委員会

松川 雅典 委員長

■ＳＡＡ

村木 茂

国際奉仕では、トルコへの支援が完了しました。災害復興
支援につきましては、福島中央ロータリークラブに新たな
支援の打診中です。
■米山奨学小委員会

湯浅 隆之 委員長

年間の会費から徴収させて頂いております寄附金以外に
もご協力をお願い致します。
次年度は国籍に条件をつけずに留学生を受け入れる申
請をしておりますのでよろしくお願い致します。
■ＩＣＳ小委員会

鋳方 貞了 委員長

今年は「トルコのコサカ村での飲料水供給プロジェクト」が
完成致しました。それ以外は特にしておりません。今後何
我がクラブの会報はどこに比べても美しくかつ充実してい
をするか検討致します。
ます。従来に比べて分量を減らしたのと、ニコニコの額の
合計を記載して皆様のご寄附への意欲を高めておりま
■ＩＭ実行委員会
花原 昭弘 委員長
す。
副ＳＡＡ

ガバナー事務所のホームページ用の映像が出来上がり、
事務所よりの返事待ちです。

本年度のＳＡＡは下記のとおり、前年度と異なる３つの試
みを行っております。皆様お気づきでしょうか。
①体操を少し難しくしました。皆様、身体、大丈夫でしょう
か。
②「外国の言葉」を今年度１年間は「挨拶」ではなく「ありが
とう」に変更しております。
③唱歌を今年度はロータリーソングと童謡で行っています。
下半期も御協力宜しくお願いします。
■広報委員会

片岡 重裕 委員長

１月１７日 クラブ広報委員長会議に行ってきました。ロー

「ロータリーに輝きを」
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※原稿は提出頂いた方のみ、写真は撮影した方のみ掲載しております。

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

次週のプログラム
本日のメニュー
～和食～
先ずは ベジファースト
『新鮮トマトとコーンのサラダ』
第 1404 回例会／2015 年 3 月 4 日

江口のこだわり 創作野菜寿司

◆世界の言葉
「メルシー Merci」 （フランス語）

温かい山菜とろろそば
白魚と海胆の茶碗蒸し
揚げたてコーナー 天婦羅盛合せ

◆国歌斉唱

「君が代」

◆唱

｢春夏秋冬｣
「流浪到淡水」
「花は咲く」

歌

デザート 江口の塩大福風 アイス
珈琲

◆卓

練習

話

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

メンバー卓話（未定）

・（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

曜日

予定

時間他

第１４０３回 例会 「大阪府における薬物乱用防止の現状について」

２

２５

水

３

４

水

第１４０４回 例会 メンバー卓話（未定）

１１
１８
２５

水
水
水

第１４０５回 例会 「創立３０周年式典について」吉田委員長 １３：３０～第７回３０周年実行委員会
１３：３０～絵画クラブレッスン
第１４０６回 例会 メンバー卓話（未定）
第１４０７回 例会 第８回クラブフォーラム 友好クラブ委員会

大阪府健康医療部薬務課 栗原 陽子 様

１４：００～絵画クラブレッスン
１２：００～ＩＭ実行委員会
１３：３０～定例理事会

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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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

