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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 1416 回例会／2015 年 6 月 3 日
本日の世界の言葉
「バイラルラー Баярлалаа」
（モンゴル語）
標
だ 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

■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

友

■出席者報告
第 1415 回例会
会員数 32 名
出席数 25 名

｢限りなき道ロータリー｣
卓

第 1415 回例会報告 （5 月 27 日）

松尾 寛 様

SAA 村角会員
2015 年 5 月 27 日
出席率 84.38％
欠席 5 名

出席免除会員欠席数 2 名

話

「３０周年記念式典・祝宴

ウラ話」

第 1414 回例会（5/16）
メ－クアップ 0 名 修正出席率 93.75%
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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
2015.5.27

米

山

ボ

ッ

ク

ス

生尾会員、北野会員
本日の合計
今年度累計

ニ コ ニ コ 箱
■SAA

2,000 円
157,000 円

報

告
田中会員

生尾会長
久しぶりの例会ですね。
３０周年記念例会、皆様の大変な努力で最高に感激し
た式典となりました。
記念例会の翌週に睦輪会というＩＭ第６組の会長・幹事
会がありました。次年度は当クラブが幹事で、松川会員が
ガバナー補佐をして仕切る会ですが、それに出席された
他クラブの会長・幹事が大変喜んでくれました。
植田会員を見つけて、「あ！司会の人や」とか、普段ム
ッツリしているあるクラブの会長も両手で握手を求めて来る
程、素晴らしい会だと誉めてくれました。
私は関空へ台湾のロータリアンを迎えに行ったので、会
場へ着いたのがギリギリでしたが、会場を覗くと、それぞれ
の持ち場の人達が真剣に戦争のごとく仕切っていました。
それだけ一人一人が一所懸命になってくれたことが、大成
功へと繋がったのでしょう。
■災害復興Ｐ基金報告

５月 ２７日

１，０００円

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
生尾会員、北野会員
本日の合計
今年度累計

「ロータリーに輝きを」

2,000 円
155,000 円

－2－

３０周年記念式典、皆様のおかげで
大盛会でした。ありがとうございまし
た。
稲田会員 ３０周年、無事終えることができ、皆様
ご苦労様でした。色々なもようしもの
で、楽しませていただきました。ほん
とに有り難う御座いました。
遠藤会員 ３０周年パーティーの成功おめでとう
ございます。役員の皆様御苦労様で
した。ありがとうございました。
北野会員 ３０周年おつかれさまでした。
菅本会友 ３０周年おめでとうございました。益々
より素晴らしいロータリークラブであり
ますようお祈りいたします。
田中会員 ３０周年無事終えることができ、皆様
ご苦労様でした。色々な催し物で楽
しませて頂きました。台湾からの皆様
にも好評だったです。
花原会員 ３０周年記念式典において、チャータ
ーメンバーの表彰と３０年皆出席の表
彰有難うございました。
久富会員 私の予定に合わせて逝ってくれた母
に感謝。生尾さん、田中さんありがと
うございました。
松川会員 村木・湯浅さん招待コンペで優勝し、
多額の賞金を得ましたので。
安井会員 サンパウロ国際大会出席の為、６月
の第１と第２例会を欠席します。妻と
喧嘩しない様にガンバリます。
吉田会員 ３０周年 感謝 感謝
富田事務局 ３０周年式典ではサプライズをご用意
頂きありがとうございました。大感激で
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
本日の合計
今年度累計

52,000 円
1,301,835 円

朝、9 時受付、10 時開始、最終 22 時までの大変長い一日
でした。

年次大会は泉ガバナーの挨拶で始まり、第一部ではこの
一年間に行った地区行事や各クラブの報告や結果発表が
■幹事報告
幹事 久富 義郎
あり、頑張ったクラブ賞、個人賞のほかＲＡＣに対して積極
にさまざまな活動をされていたＲＣにも賞が渡されました。
・３０周年記念式典の御礼
当クラブにはＲＡＣはございませんが、私が以前、ＲＡＣ委
員会に出席をしたときに、「新大阪ＲＣの菅本がパネルディ
・５月１３日に行われました理事会議事録を本日配布して スカッションをした」ということをスクリーンに映しながら皆の
おります。ご確認下さい。
前で報告していただいたことが大変うれしく思いました。
・ネパール地震の義援金協力の要請が地区から来ており 第二部では、ＲＡＣは 18～30 歳までが加入できるため、今
ます。募金箱を廻しますので、ご協力宜しくお願いしま 期で卒業されるメンバーの卒業式が行われました。
す。
一人ひとり入会時期は違い、仕事の都合や転勤、引っ越
し等で最後まで活動できない方もいる中、卒業までこれた
ことに大変喜びと感謝の気持ちを涙しながら挨拶をされて
いました。
委
員
会
報
告
挨拶後は、それぞれクラブメンバーからの花束贈呈などが
ありました。
■親睦活動小委員会
植田 誠 委員長
夕方には、懇親会等のパーティーがあり、残り 1 ヶ月では
あるが、今までの苦労や喜び等を語ったり、新旧のメンバ
ーが激励や質問などしながら
大変盛り上がり 22 時の終了となりました。

６月 ９日 「淀輪会ゴルフコンペ」 のご案内
６月２５日 「会長・幹事慰労会」 のご案内
ＡＮＡクラウンプラザ大阪 １８：３０～
７月１４日 炉辺談話のご案内
７月１６日
〃

感想
一年間、20 代の若人が一生懸命する姿をみて、懐かしい
■社会奉仕委員会
山路 高純 委員長 思いと、私も「酒・博打・女」を断ち切って色々と頑張ってい
こうと思いました。
いよいよ今週土曜日にに関西スーパー瑞光店前広場にて また、私がローターアクト時代にお世話になった先輩たち
「ひったくり防止キャンペーン」を行います。配布時間は１１ が、最近ロータリークラブに入会したようで、来期は地区ロ
時～１２時です。１０時４５分に現地集合でお願いします。 ータアクト委員会のメンバーになりました。
打上げはありません。
来期からもっとＲＡＣ関係の行事等に駆り出されるのでは
ないか心配ですので、皆さん助けてください！
■絵画クラブ
谷口 光夫 会員
以上
※写真① 会場 泉ガバナーの挨拶
本日、例会終了後、絵画同好会を開催します。奮って御
写真② ＲＡＣ時代の先輩と久しぶりの再会
参加下さい。
①
■３０周年実行委員会

吉田 正則 委員長

ただただ感謝感謝を申し上げます。全員野球の素晴らしさ
を再確認させてもらいました。
■ローターアクト小委員会

菅本 泰年 委員長

先日、5/24（日）、ウェスティンホテル大阪にて、「2014-15
年度 国際ロータリー第 2660 地区ローターアクト地区年次
大会」に出席いたしました。
※ロータアクトクラブ以下ＲＡＣ
「ロータリーに輝きを」
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新大阪ロータリークラブ
②

卓

話

１．～会員紹介～
「松川会員の紹介」
武市 直子 会員

では３番目）となり、現在５７名の弁護士が所属しています。
外国語も含めて全ての法律問題に対応可能な大手事務
所で 9 つの専門分野を持っています。
松川会員は、事務所の代表として長年会社の組織体制
を作り上げていくことにも力を注がれ、会社を作った想い
は熱く後輩弁護士に対しても“一度入ったら一緒に御輿を
担ぐ覚悟でやっていこう！”と掛声をかける等、いつも穏や
かな松川会員ですが、やはり弁護士、根っからのファイタ
ーだと実感しました。
通勤途上の中之島公会堂には思い入れがあり、和歌山
にある大手企業の管財人として会社の立て直しを請け負
った時のエピソードを語っていただきました。当時の債権
者集会には８００名もの人が集まり、こちらの建物を会場と
して使用されたそうです。
今は更正が成功して、松川会員は取締役として籍を置
かれています。
毎日２３時前には、帰宅できていないほど忙しかった松
川会員ですが、「将来的には事件を選択しボケない程度
に仕事をします」とのこと。また、普段より各会員様から相
談を受ける機会の多い松川会員ですが、「今後も遠慮なく
相談いただけたらと思います」とのことです。
最後に、これだけは伝えておきたいこととして「少しでも
ロータリーのお仕事をお願いします」とのコメントをいただき
ました。
松川会員の仕事とロータリーに対しての熱い思いやこ
れまでの努力を聞かせていただき勉強になりました。

２．ひったくり防止キャンペーン シール貼り作業

勤務先：弁護士法人 淀屋橋・山上合同
役職：パートナー
職場のみずほ銀行ビルはもともとエールフランスの大阪
支店でした。
３名でスタートした会社が、今では全国で１５番目（大阪
「ロータリーに輝きを」
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第４５回 健康家族の会

「奈良二上山よりぼたんの當麻寺へ」
＝紅ボタン
崩れる前の 艶めきて＝

午前 8 時に十三 松尾歯科に集合し、9 人が 2 台の車に
分乗し、出発しました。阪神高速－阪和道－南阪奈道
を通り、太子 IC で降りました。
すぐ近くの「道の駅 近つ飛鳥の里・太子」で三島夫婦
と合流。さっそく夫人達は、野菜を買っていました。二上
山登山口で登山組 7 人、當麻寺組 4 人に分かれ、車 3
台で當麻寺 奥の院駐車場に車を置き、牡丹園を見学
しました。
当院には約 3,000 株の牡丹が植えられていて、それぞ
れに日除けと雨除けの為に、和傘が添えられていました。
どの花も一輪が大きくて、色とりどりの花びらに感嘆の声
があがっていました。當麻寺の門前市まで下りて来て、
名物の草もち屋さんでお茶をいただき、しばし談笑です。
おみやげに草もちとだんごを買いました。
二上山から降りて来た組と駐車場で合流し、ふるさと公
園内にある當麻道の駅に寄り、羽曳野にある延羽の湯
に急ぎました。延羽の湯は、祝日の為、多くの人々でに
ぎわっていました。お腹も空いてきたので、しっかり飲ん
で、しっかり食べました。
露天風呂が広く、いろんな温泉を楽しみ、ゆっくり疲れ
を癒し、解散致しました。
<松尾 寛 談>
今年は桜が早すぎたので、牡丹を求め、當麻寺・道の
駅に少しお山を加えて遊んできました。うす曇りの絶好
のピクニック。頂上での冷えたワインの美味しいい事、一
人が「低い雌山より、高い雄山のほうが楽に登れたね」!?
途中で、ワインを飲み、心が High になっただけ・・・でも、
ワインはよく効きました。當麻寺の牡丹は見ごたえがあり、
おまんじゅうは食いごたえがあり、お風呂も入りごたえが
あり、それ以上に、話ごたえのある一日でした ◎

「ロータリーに輝きを」
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★６月のバースデーロータリアン

会報小委員会よりお願い
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

６月２０日
６月２３日
６月２６日

岡田会友
大石会員
川内会員

本日のメニュー
～洋食～
ベジファースト「旬のトマトとそら豆のサラダ」

次週のプログラム
イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower 他

青豆の冷製茶碗蒸しにずわい蟹
北海道天然鮭のタタキにイクラ
子持ち帆立貝柱のブルギニヨン風

・（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

アイナメのポワレに天然若鮎のベニエ
第 1417 回例会／2015 年 6 月 10 日

西瓜のカクテルにコラーゲン入り蜂蜜ゼリー

＊＊＊ エンブレムの囁き ＊＊＊
◆世界の言葉
「 エフハリスト ευχαριστώ」
1. あなたは私を信用して頂いて結構です。
（ギリシャ語）
私は信用に値します。
◆国歌斉唱
「君が代」
2. 私の用意はできています。何時でも貴方
◆唱のために奉仕できます。
歌
｢限りなき道ロータリー｣

くるくるバターにパン
珈琲

3. 私は、受ける以上のものを貴方に与えます。
◆卓私は人のために奉仕します。
話
「新旧各委員会引継ぎ」

予定表
月

日
６

曜日

予定

時間他

３

水

第１４１６回 例会 「３０周年記念式典・祝宴ウラ話」

１３：３０～ 定例理事会

９

火

２０１４～１５年度「淀輪会ゴルフコンペ」於宝塚ゴルフ倶楽部

９：３０集合 ９：５４スタート

１０

水

第１４１７回 例会 「新旧各委員会引継ぎ」

１７

水

第１４１８回 例会 夜例会 「２０１５年度ガバナー補佐訪問」

１８：３０～ （一部会員は１７：３０～懇談会）

２４

水

例会休会

１２：００～１２：３０ＭＵ受付

２５

木

会長・幹事慰労会 於 ＡＮＡクラウンプラザ大阪

１８：３０～
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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他ｂｌｕｅｄａｉｓｙ他

