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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．1420

Date 2015.7.8

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 1420 回例会／2015 年 7 月 8 日
標

SAA 村木会員

■唱

歌

SAA 松本（圭）会員

「世界へのプレゼントになろう」

■来賓紹介

SAA 山路会員

歌

大阪天満橋ＲＣ
７月入会予定ゲスト
■出席者報告
第 1419 回例会

「われは海の子」

会員数 32 名
出席数 27 名

われは海の子 白波の
騒ぐ磯辺の 松原に
けむりたなびく 苫屋こそ
わが懐かしき 住（すみか）なれ
卓

■司会進行

語
「Be a gift to the world」

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

第 1419 回例会報告 （7 月 1 日）

出席率 87.5％
欠席数 4 名

出席免除会員欠席数 1 名

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

「世界へのプレゼントになろう」

郡 悦清 様
町 博昭 様
SAA 村木 会員
2015 年 7 月 1 日
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6/11
6/20
6/24
6/24
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6/24

第 1418 回例会（6/17）
メ－クアップ 11 名 修正出席率 90.63%
安井会員
6/24 横山会員
三島会員
6/25 遠藤会員
鋳方会員
6/25 大石会員
植田会員
6/25 太田会員
片岡会員
6/25 吉田会員
谷口会員

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」

「Let’s take action ourself」

会長エンブレムの引継ぎ

■会長の時間

会長

７月の誕生祝

生尾 雅美
2014.7.9

新会長幹事より旧会長幹事へ記念エンブレムの贈呈

幹事エンブレムの引継ぎ

町博昭さん、楽しいＲライフをご一緒しましょう！
ご入会、おめでとうございます！

撞木の引継ぎ

■会長の時間

会長

生尾 雅美
2014.7.9

「世界へのプレゼントになろう」
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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
松川会員がガバナー補佐に就任されました

■災害復興Ｐ基金報告

７月１日

３，０００円

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
鋳方会員、生尾会員、遠藤会員、北野会員、
村木会員、村角会員、山本会員、湯浅会員
本日の合計
今年度累計

米

山

26,000 円
26,000 円

ボ

ッ

ク

ス

本日の合計
今年度累計

鋳方会員、生尾会員、遠藤会員、北野会員、
村木会員、村角会員、山本会員
本日の合計
今年度累計

ニ コ ニ コ 箱

16,000 円
16,000 円

報

告

■SAA

北野 会員

久富会長
田中幹事

す。会員の皆様、ご協力の程宜しく
お願い致します。
鋳方会員 今月から新体制になりますネ！久富
会長、田中幹事頑張って下さい。期
待しています。
生尾会員 久富会長、田中幹事頑張れ！
稲田会員 久富会長・田中幹事様、１年間ご苦
労かけます。今年度も、宜しくお願い
します。
遠藤会員 新執行部のご活躍祈ります。
太田会員 本日より医療法人になりました。
北野会員 久富さん、田中さん、1 年間よろしくお
願いいたします。
花原会員 久 富・ 田中丸の 無事 な後悔 を祈 っ
て！！古稀のお祝い有難うございま
した。
松川会員 久 富 ・ 田 中 さん よろ しく お 願 い しま
す。
松本（正）会員 永らく欠席失礼しました。
三島会員 生尾会長、久富幹事一年間お疲れ
様でした。新久富会長、田中幹事 1
年間お世話になります。
村木会員 久富会長、田中幹事 1 年間宜しくお
願いします。
村角会員 久富丸、田中丸の新しい船出を祝し
て。
山路会員 本日から新年度始まりますね。社会
奉仕委員長頑張りますので、よろしく
お願いします。
山本会員 今年も、半年過ぎました。ほんとに月
日の経つのは早い、実感です！
湯浅会員 久富先生、田中さん、無理せず、頑
張って下さい。

1 年間よろしくお願いします。
今日から幹事役を務めさせて頂きま

「世界へのプレゼントになろう」
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■幹事報告

83,000 円
83,000 円
幹事

久富 義郎

・本日クラブ事業計画書を皆様のメールボックスに配布
しております。再配布はしませんので、１年間大切にご
使用下さい。この中に年間スケジュールが掲載されて
います。今年度は、卓話を会員担当制にしますので、
日程をご確認の上、ご自身で卓話されるか或いは外部
から講師を呼んでいただいても構いません。内容が決
まりましたら、必ず事務局までお知らせ下さい。日程の
都合が悪い場合は、各自でどなたかと担当を交替して
貰ってください。また、目次の裏にガバナー公式訪問
の予定が載っていますので、よくご覧になって予定に
入れておいて頂くようお願いします。

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２４日に行われました被選理事会の議事録を配布
しておきました。ご確認下さい。
・７月の予定表も配布しておきました。予定をよく見てお
いて下さい。

卓

話

「会長挨拶」
久富 義郎 会長

・本日例会終了後、第１回定例理事会を行いますので
理事の皆様よろしくお願いします。

委

員

■社会奉仕委員会

会

報

告
山路 高純 委員長

今日から一年間よろしくお願いいたします。
クラブ運営方針は事業計画書に記載しましたので、重ね
ては申し上げません。
まず初めに、RI のラビンドラン会長が世界のガバナーに対
してのメッセージ DVD を見ていただきます。（18 分）
いかがだったでしょうか。
私はこの一年会長という仕事を皆さんからいただいた、プ
レゼントと受け止めています。このプレゼントに対し、新大
阪ロータリークラブ、近隣の地域、もっと広い社会に自分
自身をプレゼントできたらと思います。そのための「もっと汗
を流そう」です。少なくとも私自身にとって、この一年をかけ
口と足で描く芸術家協会からグッズの案内が来ていま がえのない一年にするために頑張りますので、よろしくご
す。回覧を廻しますのでよろしくお願いします。
協力のほどお願いいたします。
クラブ事業計画書にも書きましたが、中津整肢学院の
毎回の会長の時間に思いを述べさせていただきます。
夏祭り、東淀川区民まつりを予定していますので、心の このクラブが我々会員にとって、もっともっと楽しい、価値あ
準備をしておいて下さい。
る、かけがえのない場所にするためにみんなで、もっと汗
を流しましょう。
「幹事挨拶」
田中 宏 幹事

「世界へのプレゼントになろう」
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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
今日から５年目に入ります。
幹事の大役を引き受けることとなりました。今年は松川ガバ
ナー補佐を手助けする大事な年です。
久富会長の下、身を引き締め汗を流そうロータリーの言葉
通り、冷汗の方が多いかも知れませんが、一生懸命頑張る
つもりです。
宜しくお願いします。

村角会員、ご子息のご結婚おめでとうございます！

～６月１７日卓話原稿～
「退会のご挨拶」
武市 直子
退会の挨拶をさせていただきます。会員の皆様、奥様
方には温かく接していただき、大変お世話になりました。
新大阪 RC を退会することは予想以上に寂しくて、改めて、
私はこの場所が好きで、毎週の集まりに癒されていたんだ
と知りました。こんな私を向かい入れていただき本当にあり
がとうございました。新大阪ロータリー倶楽部だったからこ
そ、こんなに愛情の溢れた皆様と家族ぐるみで深いお付き
合いをさせていただけたのだと思うと感謝の気持ちで胸が
つまります。普通ならお知り合いになれない方々とのご縁
をいただき、ロータリーを知る機会をいただき、貴重な経験
をさせていただきました。これからも楽しくて温かい新大阪
ロータリー倶楽部が在り続けますようお祈り申し上げます。
本当にありがとうございました。

上記写真は６月２５日（木）ＡＮＡクラウンプラザ大阪で行われ
ました、２０１４～１５年度会長・幹事慰労会の様子です。

「世界へのプレゼントになろう」
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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
本日のメニュー
７月のバースデーロータリアン
～和食～

次週のプログラム
ベジファースト つるむらさきとなすのおひたし
枝豆豆富に生海胆
７月 ６日
生尾会員
７月１８日
お刺身盛合せ 久富会員
鮪 鯛 烏賊
７月２４日
三島会員
７月２９日
蛤 穴子の天婦羅
花原会員

第 1421 回例会／2015 年 7 月 15 日

牛ロース肉の網焼き ローストガーリック風味
ちりめん山椒御飯 香物 お味噌汁

◆唱

歌

◆卓

話

デザート フルーツのﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ
“レイニアチェリーとレモンのシャーベット”

「われは海の子」

松川 雅典ガバナー補佐の卓話

デミ珈琲

＊＊＊ エンブレムの囁き ＊＊＊
本日の中国語

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。

今日は

你好（ニイ

ハオ）

おはよう

你早（ニイ

ザオ）

今晩は

晚安（ワン

アン）

予定表

月

日
７

曜日
予定
時間他
８ 水 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 １３：３０～会報委員会 談話室

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

１９：００～大阪コロナホテル

２２

水

第１４２２回 例会

１３：３０～第１回戦略計画委員会

２９

水

例会休会

松川ガバナー補佐担当
炉辺談話報告 田中幹事

１２：００～１２：３０ＭＵ受付行います。
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

