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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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Date 2015.4.8

http://www.shin-osakarc.jp

＊＊＊ 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 1409 回例会／2015 年 4 月 8 日
本日の世界の言葉
「バイラルラー Баярлалаа」
（モンゴル語）
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｣
「花は咲く」

第 1408 回例会報告 （4 月 1 日）
■司会進行

SAA 村木会員

■唱

歌

SAA 花原会員

■来賓紹介

SAA 花原会員

福岡西ＲＣ
会 友

■出席者報告
第 1408 回例会
会員数 32 名
出席数 26 名

練習

井上 敬章 様
松尾 寛 様

SAA 村木会員
2015 年 4 月 1 日
出席率 90.63％
欠席 3 名

出席免除会員欠席数 3 名

話

第 1407 回例会（3/25）
メ－クアップ 0 名 修正出席率 87.50%

「会員紹介」
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「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
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
2015.4.1

米

山

ボ

ッ

ク

ス

鋳方会員、北野会員、田中会員、松川会員、
村木会員、村角会員、安井会員、山本会員、
吉田会員

本日の合計
今年度累計

ニ コ ニ コ 箱
生尾会長と４月が誕生月の北野会員、村木会員、山路会員

ガバナー月信を読まれた事があるでしょうか？
冊子の後半に各クラブの出席率が載っています。私は
昔からこの出席率が気になっていて、昔は当クラブは７
３％前後が多く、ＩＭ６組の中でも下位の方でした。
ところが、ここ１～２年は８０％を超えていて、ＩＭ６組の中
では、いつもトップの位置にいます。
話しは変わって、大塚家具の話題ですが、私は父娘の
争いはどちらも過半数を取れず、日本的に誰かの仲裁で
和解するものと思っていましたが、ずいぶん社会経済も変
わったなあと実感しました。
というのも大方の株主が娘の議案を受け入れたのです。
大株主は会長よりも彼女の方が扱い易いととらえたのでし
ょう。彼女は文字通り資本家の奴隷となってしまった訳で
勝ち負けで言うと、儒教的・仏教的ボロ負けしたと感じます。
これから事業に精を出し、お父さん、お母さんと仲良くすれ
ば、人生は開けてくることでしょう。
■災害復興Ｐ基金報告

４月 １日

２，０００円

鋳方会員、北野会員、田中会員、松川会員、
村木会員、村角会員、安井会員、山本会員

「ロータリーに輝きを」

鋳方会員

遠藤会員
太田会員
北野会員
田中会員

松川会員
村木会員
村角会員
山本会員
吉田会員

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ

本日の合計
今年度累計

■SAA

8,000 円
138,000 円

－2－

9,000 円
141,000 円

報

告
松本（圭）会員

春になりました。花見に行きたいです
ね！花粉症に気をつけて、毎日元気
に明るく過ごしましょう！
妻の誕生日に美しい花をありがとう。
植田さん昨日はありがとうございまし
た。
今月６５才になります。年金をもらう事
にします。
家内の誕生日祝いにお花をありがと
うございました。プリザーブドフラワー
なので長持ちします。１年前、２年前
のもまだあります。
菅本さん、武市さん、取材に来て頂き
ありがとうございました。
富田さん３０周年でずっとお世話にな
っています。
桜満開。
新しい年度を迎えました。元気で参
加できる事に感謝して居ます。
明日夜サンテレビ１０：００より釣り番組
にゲスト出演します。視聴率アップに
御協力を。

本日の合計
今年度累計

70,800 円
1,152,835 円

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

・４月の予定表をメールボックスに配布しておきました。ご
確認下さい。
・本日例会終了後、定例理事会を開催します。

委

員

会

報

告

■ロータリーフェスティバル実行委員会
北野実行委員長

業種はマンション経営であります。近隣の不動産屋さんと
コミュニケーションをとり、入居されている方に住みよい環
境を提供されております。また、入居をされている方の要
望に迅速な対応を心がけております。
主に入居退去の手続き、督促の連絡、その他の請求等を
日々されています。
5：45 建物周りの清掃。近隣にはサラリーマンの方が多く、
喫煙者が多いため喫煙スペースを提供。定期的に掃除を
されています。
9：00 豊中市内にある物件へ行き、清掃等の管理を致し
ます。（ＲＣ例会のない日は主にゴルフに行かれていま
す。）
14：00 青色防犯パトロール、クリーン作戦 自転車の不法
駐輪の撤去や町会長や民政委員等地域に密着した活動
をされています。

本日より４月後約１か月で５月５日のロータリーフェステ
イバルです。
是非２６６０地区８２クラブの行進からの参加お願いいた
します。そして移動例会への出席。（ご夫婦？）、安井会員
参加のお茶会、司会のフォーラム B への参加申し込みお
願いいたします、その他、キッズダンス、女性の集い、チャ 愛妻家の田中さんより
リテイ―コンサート等々漏れはありませんか。
妻とともに皆様にはいつも感謝をしております。
そして、大事なお弁当、ポロシャツの申し込み。再度チ
ェックお願いいたします。細かく細分化いたしました申し込
②「太田 雅裕 会員の紹介」
み、参加表での記入お願いいたします。
■広報委員会

片岡 重裕 委員長

今月は、雑誌月間なので、今月のロータリーの友の中
身を紹介させて頂きます。Ｐ１８には各地で行われたロータ
リーデーが掲載されています。Ｐ３８には地区大会略報で
第２６６０地区が掲載されています。Ｐ５９の卓話の泉では、
１００年続く企業の秘密等おもしろい内容になっています。
Ｐ７５の日本の再生も興味深いです。ぜひ、ロータリーの友
をよく読んで下さい。

卓
～会員紹介～
①「田中

宏

話

菅本 泰年 会員
会員の紹介」

本日は太田雅裕さんの紹介です。
ご存知の通り、江坂駅にておおた歯科の院長をされており
ます。快適な空間で痛くない診療、安心して食事をしてい
ただけるような治療をされています。
また、７月に法人化予定で、スタッフの充実とより良い治療
を提供できるように日々精進されています。
9：00 出勤
9：30 朝礼 カルテチェック
10：30～13：30 15：00～20：00 診療時間
21：00 キタかミナミへ飲みに行くかスポーツジムへ消えま
す。
大学の後輩Ａさんから、太田さんは大変まじめ、実直な方、
勉強熱心。ランチミーティングや飲みに行っても仕事の話
です。わからないことは太田さんに聞いて勉強しておりま
す。とても頼れる先輩であります。欠点は冗談を言わないと
ころ（これは欠点ではないかも）です。

本日は愛妻家田中宏さんの紹介です。
ご存知の通り、有限会社ドゥミラン アンシャンテの取締役 太田さんより
をされております。
これからもご指導宜しくお願い致します。
「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
本日のメニュー
～和食～

次週のプログラム

ベジフアースト ヤングコーンと紅葱大根のサラダ
桜豆腐に生海胆
第 1410 回例会／2015 年 4 月 15 日
お刺身二種盛り 鮪 烏賊
◆世界の言葉
「バイラルラー Баярлалаа」
（モンゴル語）

桜鯛の蒸し物 磯の香り青のりソース
牛フィレ肉の網焼きに山芋とろろ焼き

◆国歌斉唱
◆唱 歌

浅利の炊き込みご飯 香物 味噌汁

「君が代」
｢春夏秋冬｣
「花は咲く」

練習

デザート 抹茶プリンに桜アイス
◆卓

話

珈琲
「記念式典に向けて」
吉田 正則 ３０周年実行委員長
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
４

５

８
１１
１５
２２
２３
２９
５

曜日
水
土
水
水
木
水
火

予定
時間他
第１４０９回 例会 「会員紹介」
2015～16 年度のための地区協議会 １３時～大阪国際会議場 次年度会長・幹事・各委員長出席
１３：３０～絵画クラブレッスン
第１４１０回 例会 「３０周年記念式典に向けて」
第１４１１回 例会 公開卓話 (内容未定)卓話１時間（１４時まで） １４：００～ ３０周年実行委員会
会員・家族１２名参加
～２６日（日） 台北市中興ＲＣ２３周年記念式典参加ツアー
例会休会 昭和の日 第４６回健康家族の会「當麻寺・二上山」 松尾歯科医院集合（時間未定）
パレード８：５０大阪市役所前集合
ロータリーフェスティバル ＩＮ中之島まつり
イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower・他
r・Art.Kaede 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

