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■ 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 1417 回例会／2015 年 6 月 17 日
夜例会 「ガバナー補佐訪問」
本日の世界の言葉
「イヤイライケレ」 （アイヌ語）
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
歌 「ふじの山｣
あたまを雲の上に出し
四方の山を 見下ろして
かみなりさまを 下に聞く
富士は 日本一の山
卓
話
「一年を振り返って」
生尾 雅美 会長
久富 義郎 幹事
「退会のご挨拶」
武市 直子 会員

「ロータリーに輝きを」
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第 1417 回例会報告 （6 月 10 日）
■司会進行

SAA 武市会員

■唱

歌

SAA 植田会員

■来賓紹介

SAA 植田会員

大阪ＲＣ

白木 博之 様

■出席者報告
第 1417 回例会
会員数 32 名
出席数 25 名

SAA 武市会員
2015 年 6 月 10 日
出席率 84.38％
欠席 5 名

出席免除会員欠席数 2 名

5/21
5/30
6/07
6/09

第 1416 回例会（6/3）
メ－クアップ 4 名 修正出席率 87.50%
松川会員
花原会員
安井会員
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
2015.6.10

ニ コ ニ コ 箱

報

■SAA

北野会員

生尾会長

遠藤会員
花原会員
久富会員

仏教用語ですが「六道」という言葉があります。
１．天道
まさに天国というのでしょうか。
２．人間道 今我々が生きている空間ですね。
３．修羅道 他に文句を言ったり、争いごとばかりして
いる空間
４．畜生道 動物など本能のままに生きている者たち
の空間
５．餓鬼道 食べるものが無く常に餓えた状態
６．地獄道 まさに地獄

告

松川会員
安井会員
山本会員

昨日、淀輪会コンペでした。お疲れ
様でした。植田委員長、司会進行良
かったですよ！
前回欠席のお詫び。
植田さん、昨日の淀輪会お世話あり
がとうございました！！
生尾、久富、花原、田中、谷口、村木、
山根、北野、山路、植田、菅本 １１
名で淀輪会準優勝でした。賞金です。
植田さん、お疲れ様でした。
寒暖の差が大きいので皆様ご自愛下
さい。
サンパウロ世界大会より昨日帰国しま
した。大感動の大会でした。
今年も半年が過ぎ去ろうとしています。
年月の経つのがほんとに早い。ＬＰ盤
のレコードの針のよう・・・終りに近づく
程早くなる？
本日の合計
今年度累計

28,000 円
1,383,535 円

先日北海道で２台の車が競争し、青信号で交差点に進
入した車と衝突した事故で、家族が亡くなり、車外に放り出
■幹事報告
幹事 久富 義郎
された男の子が、そのもう一台に引きずられて亡くなった
事件がありました。この競争していた運転手は、まさに人間
・淀輪会の報告
ではありません。人間ではない生き物を、人の法律で裁く
・本日は１００万ドルミールです。御協力ありがとうございま
というのは、なかなか納得のいくことではないですね。
す。
・本日卓話の時間は委員会引継ぎです。時間になりました
■災害復興Ｐ基金報告
６月 １０日
１，０００円
ら、テーブルに置いている座席表の通りに席を移動して
下さい。
ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
・先週行われました定例理事会の議事録を皆様のボックス
に配布しておきました。ご確認下さい。
生尾会員、遠藤会員、三島会員、山本会員
・大阪天満橋ＲＣの週報に、小寺会長による当クラブの３０
周年式典出席のコメントを掲載して下さっています。回覧
本日の合計
6,000 円
します。
今年度累計
165,000 円
・大阪なにわＲＣ、守口イブニングＲＣより例会変更のお知
らせが届きました。これも回覧します。

米

山

ボ

ッ

ク

ス

委

生尾会員、遠藤会員、山本会員
本日の合計
今年度累計
「ロータリーに輝きを」

4,000 円
161,000 円
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員

■親睦活動小委員会

会

報

告
植田 誠 委員長

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
①「落語を聞く会」IN 繁盛亭のご案内
②「インフォーマルミーティング」のご案内
③淀輪会お疲れ様でした。
■ＲＩブラジルサンパウロ世界大会参加報告
安井 一男 会員

感させられました。
本会議には、世界中から 15000 人のロータリーアンが集結、
友愛の広場や、サンバによるロータリーカーニバルパレー
ド、分科会と盛りだくさんで、多くの体験、素晴らしい感動
を得ることができました。
世界 200 以上の国の約 23000 のクラブ、そして 120 万人の
ロータリアンの一人であることに誇りを持ち、今後も活動を
続けて参ります。」

卓

話

「新旧各委員会引継ぎ」

サンパウロ、ロータリージャパンナイトでの写真
左より私（安井会員）、梅田ブラジル駐在大使、立野ガバナーエレク
ト、 溝畑財団委員長、三宅東大阪 RC 国際奉仕委員長

5/28～6/9 の期間、ドバイ（UAE）～アブダビ（UAE）～リオ
デジャネイロ(ブラジル)～イグアスの滝(アルゼンチン)～サ
ンパウロ(ブラジル)の旅程で国際ロータリーブラジルサンパ
ウロ世界大会に妻と二人で参加しました。
約 25 時間のフライト、12 時間の時差は、やはり遠い国と実
「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

次回のプログラム

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

第 1419 回例会／2015 年 7 月 1 日
◆世界の言葉
「未定」
◆国歌斉唱
◆唱 歌

本日のメニュー
～和風御膳～
ベジファースト 冷たい夏野菜の炊き合せ
和膳 お刺身盛合せ 彩

「君が代」
｢未定｣

◆卓

話
「新年度挨拶」
久富会長
イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower 他
田中幹事
・（C）ikoi・Miho´s house 他

鮪 鯵 甘海老

すずきの柚庵焼き

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

和牛ロース肉の網焼きに丸茄子味噌田楽
寿司盛合せ

今年度は本日が最終例会です。

鱧の御吸物

次週６月２４日は例会休会です。

海胆入り茶碗蒸し

次回は新年度 ７月１日です。

デザート マンゴーシャーベットと旬のフルーツ
珈琲

＊＊＊ 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
６

７

曜日

予定

時間他

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～

１

水

第１４１９回 例会 「新年度挨拶」久富会長・田中幹事

１３：３０～ 定例理事会

８

水

第１４２０回 例会 地区協議会報告及び新年度活動方針

委員長各位はご準備をお願いします。

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

