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■ 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 1412 回例会／2015 年 5 月 5 日
本日の世界の言葉
ロータリーフェスティバル
「バイラルラー
Баярлалаа」
大阪中央公会堂
（モンゴル語）
特別室にて移動例会
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

歌

｢春夏秋冬｣
「花は咲く」 練習

■司会進行

SAA 山路会員

■唱

SAA 花原会員

歌

■来賓紹介
本日の卓話ゲスト
会

友

SAA 花原会員
株式会社 プロシーズ
取締役副社長 江本 亮 様
辻本 嘉助 様

■出席者報告
第 1411 回例会
会員数 32 名
出席数 27 名

卓

話
公開卓話
これからの「就職したい会社」
「ホワイト企業という概念、その基準づくり」
について
株式会社プロシーズ取締役副社長
江本 亮 様

1111
「ロータリーに輝きを」

第 1411 回例会報告 （4 月 22 日）
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SAA 山路会員
2015 年 4 月 22 日
出席率 90.63％
欠席 3 名

出席免除会員欠席数 2 名

第 1410 回例会（4/15）
メ－クアップ 0 名 修正出席率 90.63%

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
2015.4.22

ニ コ ニ コ 箱

報

■SAA

告
松本（圭）会員

大石会員
大橋会員
安井会員

卓話に江本さんをお迎えして。よろし
くお願いします。
欠席のお詫び。
ロータリーフェスティバル、３Ｆのロー
タリーカフェにお越し下さい。
本日の合計
今年度累計

16,000 円
1,215,835 円

■幹事報告
幹事 久富 義郎
食事時に大変失礼ですが、数日前にニュースで旦那の
トイレの臭いがクサイといって包丁を振りかざした嫁がいた、 ・明日より１２名で台北市中興 RC２３周年記念式典に参加
とありました。そんな事で・・・と思いますが積もり積もったも してまいります。
のがあったのでしょうと、我が社の朝の打合せで話題となり
ました。
・辻本先生所属の JOCS より会報誌が届きましたので回覧
当社には女性社員が多いのですが、皆(特に主婦の人 します。
達)は「女性の気持ちが分かる」という意見が多かったで
す。
・来週４月２９日と再来週５月６日は、祝日のため例会休会
さて、もうすぐ５月５日のロータリーフェスティバルです。 です。次回は５月５日（火・子どもの日）のロータリーフェス
大勢の方々が参加されますが、健康に留意して下さい。
ティバルでの移動例会です。詳細は北野実行委員長より
最終の説明があります。
■災害復興Ｐ基金報告

４月 ２２日

１，０００円

・バヌアツ サイクロン被害に対しまして、災害支援金より３
万円の義援金を送金しました。

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
委

員

会

報

告

山本会員
本日の合計
今年度累計

米

山

ボ

1,000 円
147,000 円

ッ

ク

ス

山本会員

■友好クラブ小委員会

明日、４月２３日より、台北市中興ＲＣの創立２３周年記念
式典に、クラブを代表して参加してきます。メンバー８名、
夫人４名の計１２名です。友好を深めて来たいと思ってい
ます。
■地区災害支援委員会

本日の合計
今年度累計

「ロータリーに輝きを」

1,000 円
149,000 円
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谷口 光夫 委員長

安井 一男 委員

「バヌアツ共和国に対する、人道的国際奉仕、災害支援に
関して」
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
3/13～14 日南太平洋、南太平洋のバヌアツ共和国を襲い
ましたの、大型サイクロン「パム」による大災害に対する義
捐金として、新大阪 RC より 30000 円を寄付しました。
2660 地区内の他のクラブからの義捐金と合わせて約 300
万円を、首都のポートビラにありますポートビラ RC に、地
区災害支援委員会より 4 月中に送金いたします。
この義捐金は、①安全な水を確保するための濾過装置
②仮医療支援所の整備 ③子供たち学校用の用具購入
に使用されます。
緊急を要する案件でしたので理事会を待たず、会長、幹
事に決済いただきました事を合わせてご報告いたします。

卓

当日の資料を一部掲載させて頂きます。

話

これからの「就職したい会社」
「ホワイト企業という概念、その基準づくり」 について
株式会社プロシーズ取締役副社長
江本 亮 様

広告費で採用を解決するのが当たり前の企業。知名
度・ブランドで就職するのが当たり前の求職者。そんな今
の日本の就職事情を変えていきたい。これらの理念を持っ
て財団を立ち上げられた、江本様にお話しを頂きました。
「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
投稿コーナー

松尾 寛 会友より

東北行脚の旅 一週間体験記
数年の体調不良が終わり 念願の震災地区訪問をやって
きました。何しろ これをやらないと 次の旅行が行けない
と思っていましたので、 名古屋からフェリーに乗り 仙台
より出発 宮城・岩手・青森・秋田 を１８００Km ７４才３人
が 夢のような旅をしてきました。
仙台港でお琴の師匠のお出迎えに初まり シアワセの予
感！ 山陰の松江と同じく 古い城下町の陸奥（ミチノク）
の味わい深い 人と料理の美味しいこと この歳だからこそ
判ったと思うのですが、残念ながら大阪東京とは深さが違
いましたネ
純粋な自然の深い味。
桜満開の中 いよいよ出発。 中尊寺金色堂・分厚いコ
ンクリに囲まれた 秀吉の茶室って感じ、それ以外の広い
境内で 他の伽藍は皆 金色に負けて ひっそり寒。
深い山奥にひっそりと建つ「乳頭温泉」 薄黒い建物に
質素な食べ物（とはいえ岩魚付き）・テレビも無い・ナンも
無い・・あった～ The 温泉！適度な硫黄に多くの成分が
完璧に混ざり 日本一 ぜひ鶴の湯さんに行くべし。久し
ぶりの混浴 楽しかったナ~ハン
なんたって今回の時期が悪い 桜が早くて 桜祭りは未
だ・観光道路も未だ。八甲田の雪の壁を通り（スキーやりた
かったナ）酸ヶ湯温泉は湯が目に入ると痛い、不老不死温
泉も屋久島と同じく海の前。でも人が少なくユックリ入れま
した。
そして 青森で聞いた 津軽三味線がすんごい迫力・や
はり地元で聞くって最高、ねぶた館で踊ったり 叩いた太
鼓もドデカイ音、それにあの大きなねぶたは一年かけて作
り 翌年は又違うのを作るそうだ。秋田のなまはげ伝承館
での なまはげオッサンの声と音も迫力満点でした。

「ロータリーに輝きを」
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弘前の城跡で見た しだれ桜は 京都丸山公園のが何
本も有る感じ、未だピンクのつぼみだけど 感動ものだっ
た。
今回 何度もド忘れをやり 老人を実感・最高は
酸ヶ湯温泉に忘れたリュック、 長い道のりを このやろー
の精神で 取りに帰った事、 おかげで八甲田山に２度も
逢うことが出来て嬉しかったでーす。
そういや雨は
この時期 覚悟していたのですが、２時間程傘をさしただ
けで済みました、ちょっと ツキが出てきたかな！
そして世界遺産 白神山地 皆さん行かないようにしま
しょう。本日山開きの日 に行きましたが 上は雪でダメ・１
２湖のみで決め付けるのは早いけど、細い車道が縦横無
尽に走り いずれ排ガスで森が弱るゾ・皆 普通の池、小さ
な駐車場も有料、暗い日本海に近い為花が無い・どこでも
あるブナ林に雑木林・同じ景色・青空が無いと青池が映え
ない・食事はカレーかおにぎりのセルフ。近くの岩木山の
ほうが 余程形が綺麗で良かった。
さて最後に時間をとってユックリと 大船渡・陸前高田・
気仙沼・南三陸をお参りしてきました。 釜石等を入れると
すごい距離を津波が押し寄せたのですね、コリャ神戸より
ひどい、道まで無くなっているとは！
ようやく 大動脈の道が一本出来上がり ダンプや工事用
車で渋滞渋滞、今回同行の友の婿が土地公社とかで 単
身赴任で土地の買収に来ているが 手放してくれないとの
事、判るけどネ。 ようやく道の次 整地にかかり始めてい
るところで あんなに大きなベルトコンベア見た事無い、す
ごい勢いで町全体が竜のごとく登り始めている と感じまし
た。
特に陸前高田と南三陸の被害がひどく、距離のある高台
に着く前に水が来たことが想像出来 身震いをしました。
平地の深い所まで入った たかが水 の恐ろしさはものす
ごいものですね。一度の津波でここまで破壊されるとは・・・
想像外です。 奇跡の一本松も 仮説道の駅から大工事
中のホコリまみれの仮説道路を １５分歩いて見たし、やは
り 来て 見て 食べて 良かった。 今回 ただ車で通っ
ただけですが 逢ったり話した人が皆 目をぎらつかせて
お話に乗ってくださったので 全てに安どと喜びを感じて
います。

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
でも 自分の車で ３人で一人前だったけれど 桜の下で
三味線とお琴と唄まで聞くことが出来、・・・ コリャ 出来過
ぎですわ・・これまた ホントに幸せ・しあわせ・シアワセ
アリガト～～感謝 寛激。
２０１５年４月２１日

「ロータリーに輝きを」

松尾

寛

記
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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

会報小委員会よりお願い
次週のプログラム

週報の原稿は必ずその週の金曜日
までに事務局にお出しください。
週報作成に間に合わない場合には
掲載できないことがあります。
委員長 松川 雅典

第 1412 回例会／2015 年 5 月 13 日
◆世界の言葉
「 エフハリスト ευχαριστώ」
（ギリシャ語）
◆国歌斉唱 「君が代」
◆唱 歌
｢春夏秋冬｣
「花は咲く」
練習

本日のメニュー
ロータリーフェスティバル
特製和食弁当

イラスト提供：
◆卓
話 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
記念式典に向けて最終会議
・ [素材大好き.com]http://www.sozaidaisuki.com
他
３０周年実行委員会

＊＊＊ 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
５

５
１３
１６
２０

曜日
火
水
土
水

２７

水

３０

土

予定
時間他
第１４１２回 移動例会 ロータリーフェスティバルＩＮ中之島まつり パレード８：５０大阪市役所前集合
１３：３０～定例理事会
第１４１３回 例会 記念式典に向けて最終会議
ホテル阪急インターナショナル
第１４１４回 特別例会 創立３０周年記念式典・祝宴
ＭＵ受付１２：００～１２：３０
例会休会
第１４１５回 例会 「松川会員の紹介」武市会員
１３：３０～ 絵画クラブレッスン
/防犯カバーシール貼り
１０：４５現地集合 ～１２：００まで
ひったくり防止キャンペーン 於 関西スーパー瑞光店
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

