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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 1414 回例会／2015 年 5 月 16 日
本日の世界の言葉
創立３０周年記念式典・祝宴
「バイラルラー
Баярлалаа」
ホテル阪急インターナショナルにて
（モンゴル語）
標
第１部語
だ
「Light記念式典・第１４１４回特別例会
up Rotary」
「ロータリーに輝きを」

１７：３０～１８：３０

増強のための標語
第２部
「力を合わせて５０名
－奉仕の輪を広げよう」
祝宴
１８：３０～２０：３０

唱２次会 歌

第 1413 回例会報告 （5 月 13 日）
■司会進行

SAA 村角会員

■唱

歌

SAA 太田会員

■来賓紹介

SAA 太田会員

会

■出席者報告
第 1413 回例会
会員数 32 名
出席数 28 名

｢春夏秋冬｣
「花は咲く」
練習
新大阪ＲＣ ｖｓ 台北市中興ＲＣ

松尾 寛 様
SAA 村角会員
2015 年 5 月 13 日
出席率 90.63％
欠席 3 名

出席免除会員欠席数 1 名

カラオケ大会

卓

話
２０：３０～２２：００
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
総責任者
江本
様
３０周年実行委員長 吉田
正則亮会員

1111
「ロータリーに輝きを」

友

－1－

5/16
5/16
5/16
5/16
5/16

第 1412 回例会（5/5）
メ－クアップ 10 名 修正出席率 96.88%
稲田会員
5/16 片岡会員
植田会員
5/16 菅本会員
遠藤会員
5/16 武市会員
太田会員
5/16 松本（正）会員
大橋会員
5/16 山根会員

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
2015.5.13

ニ コ ニ コ 箱

報

■SAA

告
田中会員

鋳方会員

皆さん、ロータリーフェスティバルへのご参加お疲れ様
でした。
今週は３０周年記念式典がありますのでよろしくお願い
します。
さて、おそらく今年度からだと思いますが、私個人のメー
ルアドレスにＲＩから直接メールが届きます。殆ど英語で送
られてきますが、半分くらいは日本語に変換できるようにな
っています。
これにより国際ロータリーの動きがいち早く我々の元に
届きます。
■災害復興Ｐ基金報告

５月 １３日

４，０００円

良い気候になりました。毎日を活動的
に元気に過ごしましょう。
遠藤会員 ５月５日の欠席のおわび。
片岡会員 前回欠席のお詫び。申し訳ありませ
んでした。
北野会員 ロータリーフェスティバルへのご協力
ありがとうございました。
田中会員 ３０周年が近づいてきました。カラオケ
大会の代表選手張り切って下さい。
久富会員 台湾旅行、谷口さんありがとうござい
ました。来年もまた。ＲＦ、北野さん、
皆さんお世話になりました。ありがとう
ございました。３０周年記念式典も皆
で盛り上げましょう。
松川会員 ３０周年が間近です。みんなで盛り上
げましょう。
三島会員 妻の誕生日に美味しい野菜をありが
とう。
吉田会員 ２週間の休会がこたえています。残り
３日しかありませんがよろしくお願いし
ます。
富田事務局 ＲＦでは北野さん、安井さんお気遣い
ありがとうございました。会長、幹事は
じめ皆様お世話になりました。

本日の合計
今年度累計

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ

34,000 円
1,249,835 円

鋳方会員、片岡会員、北野会員、田中会員、
久富会員、村角会員
本日の合計
今年度累計

米

山

ボ

6,000 円
153,000 円

ッ

ク

ス

鋳方会員、片岡会員、北野会員、田中会員、
久富会員、村角会員
本日の合計
今年度累計

「ロータリーに輝きを」

6,000 円
155,000 円

－2－

■幹事報告

幹事

久富 義郎

１、5/5 のロータリーフェスティバルたくさんの参加ありがとう
ございました。特に北野委員長、安井さんお疲れ様でし
た。
２、5/7 に東淀川区役所に行ってきました。30 周年の国内
の記念事業としての椅子の寄贈の目録を金谷区長に贈
呈してきました。（吉田委員長・会長・幹事）
３、川内先生は病気入院中ですと、奥様から連絡がありま
した。落ち着いたら顔を見に行ってきます。
４、「春のライラ」終了のご報告とお礼が届いています。八
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
尾ＲＣ，大阪堂島ＲＣの例会変更のお知らせが届いてい
ます。
５、例会終了後第 11 回理事会を開催します。

台北市中興ＲＣ２３周年記念式典
写真集

委

員

会

報

■３０周年記念誌委員会

告

大石 博雄 副委員長

本日、３０周年の記念品を皆様にお渡しします。バカラのク
リスタルグラスの２コセットです。
３０周年の当日、プロカメラマンが入ります。プロの人に写
真をとってもらうことは、そうあまりないと思いますので、皆
様のフォトを個別にとって３０周年の思い出の品としてくだ
さい。チャーターメンバーからのささやかなプレゼントで
す。
■親睦活動小委員会

植田 誠 委員長

６月 ９日 「淀輪会ゴルフコンペ」 確認
６月２５日 「会長・幹事慰労会」 実施連絡
■社会奉仕委員会

山路 高純 委員長

５月３０日に関西スーパー瑞光店前広場にてひったくり防
止キャンペーンを行いたいと思います。６００枚の防止カバ
ーにシールを貼る作業がありますので、皆さんご協力の程、
よろしくお願いします。シール貼りだけでなく、当日の参加
の方も合わせてよろしくお願いします。
■地区国際奉仕委員会

安井 一男 委員長

ロータリーフェスティバルの分科会「ロータリーの明日を考
える」に、当クラブより多数出席頂き有難うございました。
ガバナー月信５月号のＰ２～３に、私が委員長を務めてい
ます「第２階クラブ国際奉仕委員長会議」の報告が掲載さ
れています。ご一読下さい。

卓

話

「３０周年記念式典に向けて最終会議」
新大阪ロータリークラブ創立３０周年記念の式典、祝宴、
その後のカラオケ大会について、概ね８割方準備が出来
上がっております。あとの２割は当日の皆様方の御協力に
かかっております。御協力宜しくお願いします。
（村木式典・祝宴委員長）

「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

会報小委員会よりお願い

創立３０周年記念ディナー

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

サーモンマリネのムース オレンジ風味
真鯛と帆立貝柱のカルパチオ
シャンパンビネガー風味のヴィネグレットソース
唐墨のパウダーと共に
コンソメロワイヤル オマール海老のメダイヨン
ベーコン風味のエミュルション
ヒラメの蒸気蒸し 貝の旨みのサフランソース
ポロ葱のエテュヴェと共に

次週のプログラム

国産牛フィレ肉のソテー茸ソース
リヨネーズポテト キャロットのグラッセと共に
イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower 他

紅茶風味のガトーオペラ

・（C）ikoi
・Miho´s house 他
セミドライフルーツとロゼ色のシャーベット

第 1415 回例会／2015 年 5 月 27 日

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

カフェ

◆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
｢限りなき道ロータリー｣
◆卓

＊＊＊ エンブレムの囁き ＊＊＊

話
１．会員紹介
「松川会員の紹介」
武市 直子 会員
２．ひったくり防止キャンペーン
シール貼り作業

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
５ １６ 土 第１４１４回 特別例会 創立３０周年記念式典・祝宴
２０ 水 例会休会
第１４１５回 例会 「松川会員の紹介」武市会員
２７ 水
/防犯カバーシール貼り
３０ 土 ひったくり防止キャンペーン 於 関西スーパー瑞光店
３１ 日 「琵琶湖一周歩こう会」第９回 ８：００ＪＲ大阪発米原行新快速乗車
３ 水 第１４１６回 例会 「会員紹介」
６

時間他
ホテル阪急インターナショナル
ＭＵ受付１２：００～１２：３０
１３：３０～ 絵画クラブレッスン
１０：４５現地集合 ～１２：００まで
９：３０ 彦根駅集合（９：２０彦根着）
１３：３０～ 定例理事会

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

