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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／久富 義郎 幹事／田中 宏 会報委員長／村木 茂 会報副委員長／横山 洋一郎
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

Ｎｏ．1419

Date 2015.7.1

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 1419 回例会／2015 年 7 月 1 日
標

語
「Be a gift to the world」
「世界へのプレゼントになろう」

会長方針
「Let’s take action ourself」
「もっと汗を流そう」
国歌斉唱

「君が代」

唱

歌

｢四つのテスト｣

卓

話

■出席者報告
第 1418 回例会

「新年度挨拶」
久富会長・田中幹事

「世界へのプレゼントになろう」

第 1418 回例会報告 （6 月 17 日）
■司会進行
SAA 武市会員
■唱
歌
SAA 山路会員
■来賓紹介
SAA 山路会員
２０１５～１６年度ＩＭ第６組ガバナー補佐エレクト
大阪天満橋ＲＣ
郡 悦清 様
７月入会予定ゲスト
町 博昭 様
外部ゲストの皆様
行俊 豊文 様、北田 幸弘 様、三田 和夫 様
出崎 三恵 様、田頭 淳子 様
会友、会員・会友ご令室の皆様
辻本 嘉助 様、松尾 寛 様、菅本 千代子 様
花原 久子 様、吉田 文子 様、松尾 良子 様
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会員数 32 名
出席数 25 名

SAA 武市 会員
2015 年 6 月 17 日
出席率 88.24％
欠席数 4 名

出席免除会員欠席数 5 名

第 1417 回例会（6/10）
メ－クアップ 1 名 修正出席率 87.5%
5/30 村角会員

2015～16 年度 国際ロータリー会長 Ｋ．Ｒ．ラビンドラン

新大阪ロータリークラブ
２０１５～１６年度 会長方針

「もっと汗を流そう」
■会長の時間

会長

「Let’s take action ourself」

生尾 雅美
2015.6.17

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
生尾会員、遠藤会員、三島会員、山本会員
本日の合計
２０１４年度累計

米

山

ボ

6,000 円
165,000 円

ッ

ク

ス

生尾会員、遠藤会員、山本会員
本日の合計
２０１４年度累計

ニ コ ニ コ 箱

5,000 円
166,000 円

報

告

■SAA
稲田会員

菅本会友
２０１４～１５年度最終例会は夜例会を行いました。
また、当日はガバナー補佐訪問につき、次年度松川ガバ
ナー補佐（写真左）、郡次年度ガバナー補佐エレクト（大
阪天満橋ＲＣ 写真右）よりお話を頂戴しました。
ガバナー補佐に就任して
ガバナー補佐 松川 雅典
愈々ガバナー補佐に就任致します。実は昨年の今頃から
既にガバナー補佐エレクトとしての仕事が始まっており、
毎月１回の会議と２６００地区の各行事・委員会主催のセミ
ナーに出席しております。この７月８月で集中してＩＭ６組
の１１クラブを訪問します。その第一回が本日我が新大阪
ロータリークラブの訪問でした。久富会長・田中幹事・菅本
副幹事と約１時間おもに「戦略検討委員会」立上げについ
てお話をさせて頂きました。この「戦略検討委員会」は立野
ガバナーの重要な方針でもありますのでいずれ卓話の時
間にお話しをさせて頂きます。

田中会員
花原会員
久富幹事

松川会員
吉田会員

６月２５日
２０１４年度累計

「世界へのプレゼントになろう」

会長・幹事様、１年間ご苦労さまでし
た。久富先生・田中様、次年度宜しく
お願いします。
例会に皆様もご一緒に参加して頂き
ました。
夜例会初めての経験です。楽しみま
しょう。
生尾会長、久富幹事 1 年間有難うご
ざいました。
今日で幹事終了です。１年間ご協力
ありがとうございました。引き続き宜し
くお付合いよろしくお願いします。
郡（こおり）ガバナー補佐エレクトをお
迎えして。
生尾会長、久富幹事、一年大変御苦
労様でした。大行事を見事にやり遂
げられた二人に感謝の気持ちを込め
て。
本日の合計
今年度累計

■幹事報告
■災害復興Ｐ基金報告

北野 会員

38,000 円
1,421,535 円
幹事

久富 義郎

０円
・・大阪天満橋ＲＣより例会場変更ならびに事務局移転の
９５，０００円
案内が来ております。会場は７月より「インターコンチネ
ンタル」より「ヒルトン大阪」になります。文書を回覧しま
すのでご確認下さい。
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2015～16 年度 国際ロータリー会長 Ｋ．Ｒ．ラビンドラン

新大阪ロータリークラブ
・東大阪東ＲＣより創立５０周年記念誌が届きました。回 行してきましたが、いかがだったのでしょうか。どんな評価
覧します。
なのでしょうか？ 会長は特に不満だったかもしれません
・大阪そねざきＲＣより最終例会のお知らせが届きました。 が、お許しください。
こちらも回覧します。
おかげで、やっと、ロータリークラブのシステムなど、少しわ
・本日お越しの辻本会友が役員をされておられます、ＪＯ かってきました。
ＣＳ（日本キリスト教海外医療協力会）より会報誌「みん この組織は、私にとって十分魅力的であり、私自身を助け
なで生きる」と年次報告書が届いております。回覧しま ていただいている、大変ありがたい存在ですが、問題点も
す。
見えてきました。次年度の改善課題です。私にとって大変
・本日が今年度最終例会です。次週２４日は休会ですが、 有意義な 1 年を過ごさせていただきました。ありがとうござ
メークアップ受付を行いますので、ご都合のつく方はお いました。
越しください。次年度初例会は７月１日です。
次の一年は会長として皆さんにかかわらせていただきま
す。新大阪ロータリークラブの発展と、我々自身のために
このクラブをより居心地の良い場所にするために努力して
参ります。叱咤激励とご協力をよろしくお願いいたします。
卓 話
1 年間の御礼と、来年度のお願いを申し上げました。あり
がとうございました。
「一年を振り返って」
生尾 雅美 会長
１年間お付き合い頂き、本当にありがとうございました。
インターシティミーティングのホストや３０周年記念事業並
びに式典と １０年に一度のお祭りを抱え込んだにもかか
わらず、両事業とも完璧なまでの精度でやり遂げられたこ
とは、本当に皆さんのチームワークの良さと、個々の能力
の高さであることが証明されました。
しかし少々やり残したこともあります。それは次年度増
強のための布石である、「会員数珠つなぎ」なる各メンバー
の踏み込んだ紹介を卓話の時間に行う事が出来きれなか
った事です。
もし次年度に時間が許すなら、各会員が他の会員の事
をより深く知り、友情を深め、楽しいクラブになれば自ずと
それぞれの会員が知り合いを誘い、増強となっていく事と
強く思います。
私が片岡さん、横山さん、今は退会されましたが向井
君を一度に誘ったのは、このクラブにはこんな立派な人が
いるよ、こんな業務に長けた人がいるよ、こんなに変わった
人がいるよ！と、知り合いに紹介したい先輩方がたくさん
いらっしゃったからです。
今もその先輩方は在籍されているのですから、私と同じ
ように皆さんが気軽に知り合いを誘えるように、お互いをよ
り深く知りあう事は良い事だと信じています。
次年度も理事として残りますので、増強に力を込めて
次年度の会長にＲＩ会長賞を獲って頂けるよう努力するつ
もりです。

北野会員、ご子息のご結婚おめでとうございます！

「幹事の振り返り」
久富 義郎 幹事
今日の夜例会で幹事の役目終わりです。
本当にありがとうございました。
１年間、皆さんに指示、教授をいただきながら任務を遂
「世界へのプレゼントになろう」
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武市会員、１年間ありがとうございました。お幸せに！

2015～16 年度 国際ロータリー会長 Ｋ．Ｒ．ラビンドラン

新大阪ロータリークラブ
７月のバースデーロータリアン

次週のプログラム
７月 ６日
７月１８日
７月２４日
７月２９日

生尾会員
久富会員
三島会員
花原会員

＊＊＊ エンブレムの囁き ＊＊＊

本日のメニュー
～洋食～
ベジファースト グラパラリーフとクリスタルリーフの
サラダ

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。
第 1420 回例会／2015 年 7 月 8 日
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。
◆唱 歌 「われは海の子」
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。
◆卓 話
クラブアッセンブリー
地区協議会報告・新年度方針
各委員会委員長

冷製グリンアスパラガスのスープに
牛肉のカルパッチョスタイル
舌平目のムニエルに帆立貝柱のミルフィーユ
美味しいパン 南瓜パンとゴマパン
デセール 西瓜のカクテルにレモンシャーベット

本日の中国語

珈琲

今日は。
你好（ニイ

ハオ）

予定表

月

日
７

曜日

予定

時間他

１
８

水
水

１３：３０～定例理事会
第１４１９回 例会 「新年度挨拶」久富会長・田中幹事
第１４２０回 例会 クラブアッセンブリー 地区協議会報告・新年度方針 委員長各位ご準備を宜しくお願いします。

１１

土

「落語を聞く会」ＩＮ繁盛亭

１７：３０開場 １８：００開演 ２０：１５二次会

１４

火

インフォーマルミーティング（炉辺談話）第１日目

１９：００～大阪コロナホテル

１５

水

第１４２１回 例会

１３：３０～絵画クラブレッスン

１６

木

インフォーマルミーティング（炉辺談話）第２日目

２２

水

第１４２２回 例会

松川ガバナー補佐担当

１９：００～大阪コロナホテル

炉辺談話報告 田中幹事
イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower 他

「世界へのプレゼントになろう」
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・（C）ikoi・Miho´s house 他

2015～16 年度 国際ロータリー会長 Ｋ．Ｒ．ラビンドラン
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

