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■ 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
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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 1424 回例会／2015 年 8 月 19 日

第 1423 回例会報告 （8 月 5 日）
■司会進行
SAA 三島会員
■唱

標

語
「Be a gift to the world」

歌

SAA 花原会員

■来賓紹介

SAA 花原会員

「世界へのプレゼントになろう」

大阪天満橋ＲＣ
大阪天満橋ＲＣ
田中会員紹介ゲスト
田中会員紹介ゲスト
元米山奨学生
楊君令夫人

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

歌 ｢浜辺の歌｣
あした浜辺を さまよえば
昔のことぞ 忍ばるる
風の音よ 雲のさまよ
寄する波も 貝の色も

イベント
卓

■出席者報告
第 1423 回例会
会員数 32 名
出席数 24 名

第２回ジャンケン大会

出席率 82.76％
欠席数 5 名

第 1422 回例会（7/22）
メ－クアップ 3 名 修正出席率 90.00%
7/14 大石会員
7/14 片岡会員
7/14 安井会員

イニシエーションスピーチ
町 博昭 新会員

－1－

様
様
様
様
君
様

SAA 三島 会員
2015 年 8 月 5 日

出席免除会員欠席数 3 名

話

「世界へのプレゼントになろう」

小寺 一矢
中島 清治
福角 昌平
佐藤 ゆかり
楊仲軒
呉芳妮

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」

久富 義郎
2015.8.5

■災害復興Ｐ基金報告

８月５日

０円

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ

鋳方会員、北野会員、村木会員
本日の合計
今年度累計

米

山

ボ

3,000 円
39,000 円

ッ

ク

ス

鋳方会員、北野会員、村木会員
今日のお客様、大阪天満橋ロータリークラブから小寺一
本日の合計
3,000 円
矢様・中島清治様よくいらしていただきました。後ほど 11
今年度累計
96,000 円
月 21 日のロータリーデーのご説明をお願いします。楊さん
ご夫婦よくいらしてくれました。福角昌平さん、佐藤ゆかり
さん、新大阪ロータリーを楽しんでください。
皆さんお元気ですか？毎日暑い日が続いていますが、
ニ コ ニ コ 箱
報
告
いかがでしょうか。
中川 会員
熱中症には気を付けてください。救急車で運ばれること ■SAA
のないようにお気を付けください。
大阪天満橋ＲＣ 小寺一矢様
昔は運動などでのどが乾いたら、塩を入れた麦茶を飲ん
１１月２１日、ロータリーデイ、担当クラ
だり、梅干をしゃぶったりしてました。ゴルフ場などでは、水
ブとしてお願いに参上しました。御参
ばかり飲んであと頭痛が起こったりしていました。私の身近
加の程よろしくお願いします。
には、脱水で点滴が必要であるが、それがしにくい子供に
鋳方会員
熱くなりました。熱中症に気をつけて、
は、ソリタ顆粒という、電解質調整の飲み薬がありました。こ
この夏をのりきりましょう。
れを転用して電解質バランスの調整を図っておりました。
稲田会員 月初。
頭痛を抑えられます。この顆粒をゴルフ場で販売すれば
北野会員 雨があがって、予想通りの夏となりま
結構売れると、話していたら「ポカリスエット」という、おいし
した。
くない飲料が登場してきました。スポーツ飲料の登場です。
田中会員 佐藤様、福角様いらっしゃいませ。気
あとはみなさんご存じのとおり、大人気です。どれほど売れ
楽にくつろいで過ごして下さい。
ているのでしょうか。
久富会員 暑い夏。とにかく、生きのびましょう。
このような飲料水で、水分補給を心掛けて、脱水症・熱
ゴロゴロしないで動きましょう。
中症を予防して、今年の夏を生き抜きましょう。
三島会員 先月、誕生日のプレゼントを頂き、有
難うございました。
＊大阪天満橋ロータリークラブ・小寺一矢ロータリーデー
村木会員 月初につき。
実行委員長と実行委員会事務局長の中島清治様に秋の
山路会員 恙なく１カ月が過ぎました。
ロータリーデーの案内をしていただき、続いて元米山奨学
湯浅会員 ①先般、この炎天下の中、初めてゴ
生の楊さんご夫婦に一言ご挨拶をお願いしました。
ルフで２ラウンドを回りました。一緒に
プレイしていたたきました先輩お二人
の体力に「あっぱれ」を認定させてい
「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
ただきます！
②先月２０日にリラクゼーションサロン
のスタッフの結婚式がありました。久
しぶりの新婦の祝辞緊張しました。し
かし結婚式っていいもんですね。次
回私の結婚式は変わらず村木先生
祝辞の程宜しくお願い致します。
前回欠席のお詫び。

横山会員

本日の合計
今年度累計

45,000 円
196,000 円

■幹事報告

幹事

田中 宏

第１回目は第１４２１号会報に掲載しております、久富会
長の「自然体で生きる」でした。今後、会報委員会委員
が皆様方に「私の好きな言葉」をお尋ねに伺うと思いま
す。御協力の程宜しくお願い致します。

卓

話

第１回クラブフォーラム
① 「親睦活動小委員会」
植田 誠 委員長

・各委員長、地区関係会員の皆様は、地区会合へ出ら
れましたら、例会にてご報告して頂きます様よろしくお
願いします。
・先週行われました第１回戦略計画委員会の議事録と８
月の予定表をメールボックスへ配布しております。ご確
認下さい。
・案内は先週お配りしましたが、８月の予定表や週報の
予定表にも、８月２８日の合同例会（ガバナー公式訪
問）について記載しております。よくご覧になってお間
違いないようご出席下さい。２６日（水）の例会はありま
せんので特に注意して下さい。出欠を本日も回覧しま
す。ご記入をお願いします。
・例会終了後、第２回定例理事会を行いますので、理事
の方はよろしくお願いします。

親睦行事の案内
今年よりさらに会員の方々が仲良く楽しく気持ちよく参加し
ていただき、コミュニケーションを深め、より一層強い絆で
結ばれ、好意と友情を深められるような活動を行えるように
精一杯頑張ります。

・次週８月１２日（水）は例会休会です。次回は８月１９日
です。

○ インフォーマルミーティング

終了

日時 ：７月１４日、１６日

委
■会報小委員会

員

会

報

○ 落語を楽しむ会 IN 繁盛亭

告
村木 茂 委員長

終了

日時 ：７月１１日
〇第一回親睦委員会
日時 ：8 月 21 日（金）
場所 ：新大阪ワシントンホテルプラザ 23 階チャイナテー
ブル 対象は基本親睦委員

○ 親睦ゴルフ

（兼ワシントンホテルゴルフコンペ）

日時 ：9 月 4 日（金）
場所 ：伏尾ゴルフクラブ
〇レディースサロン ～ルーブル美術館展～
日時 ：9 月 16 日（水）
場所 ：京都市美術館
詳細 ：大石会員より
今年度から「私の好きな言葉」コーナーを開始しました。 ○オクトーバーフェスト in ワシントン
「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
日時 ：9 月 17 日(木)、18 日（金）
内容 ：お 1 人 5,500 円 飲んで食べて踊って♪♪ たく
さんのご参加お願いします♪

○ 家族会
日時 ：12 月 12 日（土）
場所 ：新大阪ワシントンホテルプラザ
内容 ：手作り家族会 （8 月 21 日 親睦委員会にて方向
性決める）
〇新年会
日時、場所 ：未定

○ 親睦１泊２日家族旅行
日時 ：3 月～5 月
予定地：隠岐の島（島根県） ～久富会長が死ぬまでに行
っておきたい地・・・だそうです～
〇会長、幹事慰労会
＊春の花見例会や夜例会検討中
＊「歩こう会」「健康家族の会」は別枠にて連絡します。

② 「クラブ運営委員会」
北野 克美 委員長

＊会員間の親睦を図るための行事や活動を企画する。
＊出席を記録するためにクラブ幹事を援助する。
*他にもクラブを効果的に運営するためのあらゆる活動を
行う。
と建て前的にはいろいろと述べられておりますが。
今回は、私の一番重点とするつもりの卓話について述べた
いと思います。
1）
昨日もたまたまお寺の勉強会が北御堂（津村別院）
でございました。
平均といたしまして：この方はたまたま某大学の教授でして、
《昨今の学生はこうであるとか、の紹介である。とか、詰まる
ところ：面白くない、たまたま、私の寺の住職も某高校の先
生、なんと面白くない、平均的に引用の多い、おもろくなく
眠たい。
他方、冗談を交え非常に時間の短く感じる講師もおりま
す。
（しかし、色々と聞いてみたりすると。；その為には、自分自
身の勉強の為と称して多くの準備をする）、
２）卓話もそういったとらえ方をしてほしい。
例；小林さん：豊富な人生経験に照らし合わせた、中国の
お話。
（外国人にとって：お札の新札ほど信用のない物はない。
どこかで買い物をして新札を出したとする。まず裏表を照ら
し合わせて、即座に使おうとする。
*契約も：契約書があっても、その契約はその時の契約で
今とは違うと平気で言う。つまり；五星紅旗の星の意味を、
建国の職業から人種とかってに言い訳するような国と商売
しておられたお話）
（或いは、飯原先生の様に人柄の良さが全面に出たお話）
簡単そうに話しておられたが、聞くところによると明け方ま
で草稿を練っておられた。。。。。。。。
つまり準備はそれなりにしてほしく思います。
舞台の上の１５分は其れまでの１０年の上に立つとか申しま
す。
手前ごとですが次男の結婚式の３分間スピーチの為には
半年間の練習，推考があった事が懐かしく思われます。と
にかく、経験を語ったり、多くの準備をしたり。おもいでにの
こるような卓話として、切磋琢磨して欲しい。

（役割） クラブの効果的な運営のために活動すること。
即ち：
クラブが効果的に運営されてはじめて、地域
社会に奉仕し、会員を維持し、クラブや地区、ひいては国
際ロータリーのリーダーとなる会員を育成することができ
る。
＊クラブの年次目標達成を促すような委員会目標を立て
る。
＊例会や特別プログラムを企画する。
＊会員とのコミュニケーション〔会報、情報発信、連絡〕を図
り、クラブのウェブサイトとソーシャルメデイアサイトを管理
する。
「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

８月５日 例会の様子

久富会長と８月が誕生月の遠藤会員

ロータリーデー ホスト大阪天満橋ＲＣ 小寺一矢様と中島清治様

元米山奨学生の楊仲軒君と呉芳妮夫人

多数のご参加を宜しくお願い致します！

大石３０周年記念誌副委員長より、写真集、記録ＣＤ完成の報告

「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
～和食（軽食日）～
７月のバースデーロータリアン

次回のプログラム

ベジファースト・・・フルーツトマトのハニーマリネ
≪膳で提供≫
鮪 鯛 フレッシュ穴子 アジ 虎巻き＊
７月 ６日
生尾会員
７月１８日 *.2 種類の海苔を虎柄にコーディネイト
久富会員
７月２４日
三島会員
７月２９日 茶そば
花原会員

すし膳

第 1425 回例会／2015 年 8 月 28 日（金）
ガバナー公式訪問
大阪淀川ＲＣ・大阪東淀ちゃやまちＲＣ・新大阪ＲＣ
３クラブ合同例会
会場：ホテルグランヴィア大阪

松茸の天婦羅

◆唱

歌

茶碗蒸し

◆卓

話
ガバナー講話
ＲＩ第２６６０地区ガバナー
立野 純三 様

デザート 黒ゴマアイス

「奉仕の理想」

珈琲

９月１３日（日）に東淀川区民まつり
が開催されます。寄贈品のご協力を

本日の中国語

５

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十

お願いします。

（イー、アー、サン、スー、ウー、リュウ、
ジー、パー、チュウ、シー）
零、百、千、万
（リン、パイ、チエン、ワン）

次週８月２６日は２８日に移動例会
となります。ホテルグランヴィア大

予定表

阪にて３世代クラブ合同例会です。
月

次回は８月１９日です。 時間他
曜日
予定
１９ 水 第１４２４回 例会 イニシエーションスピーチ 町 博昭 会員 １３：３０～絵画クラブレッスン
８：００ 十三松尾歯科集合
２３ 日 第４７回健康家族の会「有馬富士ハイキング＆ＢＢＱ大会」
ホテルグランヴィア大阪
第１４２５回 例会 ３世代クラブ合同例会「ガバナー公式訪問」
２８ 金

日
８

２６日（水）の例会は２８日（金）に移動になります。場所も変更です。 理事：１１：２０集合、他会員１２：１０集合

９

２９

土

大阪整肢学院夏祭り 設営班１１時集合、設営班以外１３時集合

１７：００頃～打上 白木屋 中津駅前店

２

水

第１４２６回 例会 第２回クラブＦ 職業奉仕委員会・社会奉仕委員会

１３：３０～定例理事会

イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower・http://b-cures.net/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

