週

報

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
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■ 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
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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 1427 回例会／2015 年 9 月 9 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」

卓

■司会進行

片岡会員

■唱

山路会員

ＲＩ第２６６０地区ガバナー

■出席者報告
第 1426 回例会
会員数 32 名
出席数 26 名

会員
立野 純三 様
（大阪ＲＣ）

片岡会員
2015 年 9 月 2 日
出席率 83.87％
欠席数 5 名

出席免除会員欠席数 1 名

第３回ジャンケン大会

話
「交通安全教室」
淀川警察署 交通課長
警視 小山 裕一 様

「世界へのプレゼントになろう」

歌

■来賓紹介

唱
歌 ｢R-O-T-A-R-Y｣
R-O-T-A-R-Y That spells Rotary,
R-O-T-A-R-Y Is known on land and sea,
From North to South, From East to West,
He profits most who serves the best,
R-O-T-A-R-Y That spells Rotary
イベント

第 1426 回例会報告 （9 月 2 日）

－1－

8/21
8/23
8/28
8/29

第 1425 回例会（8/28）
メ－クアップ 4 名 修正出席率 93.33%
松川会員
8/29 三島会員
吉田会員
8/29 村木会員
湯浅会員
9/04 山根会員
北野会員

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」

久富 義郎
2015.9.2

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
片岡会員、村木会員、村角会員
本日の合計
今年度累計

米

山

3,000 円
43,000 円

ボ

ッ

ク

ス

片岡会員、村木会員、村角会員、山本会員、
吉田会員
久富会長と９月が誕生月の村角会員、谷口会員

本日の合計
今年度累計

5,000 円
35,000 円

だいぶ涼しくなってきました。無事夏を乗り切ったみたいで
喜ばしいことです。
ニ コ ニ コ 箱
報
告
このまま秋になることはないと思いますがもう一頑張りしま
■SAA
山本 会員
しょう。
まずはじめに、松川会員の次女さんのご結婚を祝し、お祝
稲田会員 月初にて。
いをもらっていただきます。
片岡会員 妻の誕生日に美しい花をありがとう。
「おめでとうございます」。次に、我が家も 8/30 に孫（男児）
花原会員 山路委員長、整肢学院夏祭りご苦労
が誕生しました。喜んでおります。ご心配をおかけしまし
様でした。二次会楽しかったで
た。
す！！
先週は金曜日は、立野ガバナーをお迎えしての 3 クラブ
久富会員
男児誕生。御心配おかけしました。新
の合同例会でした。翌日土曜日は、大阪整肢学院の夏祭
しい喜びと苦労が始まります。これが
りでした。どちらの行事もみなさんの積極的な参加により盛
人生です。楽しみます。
況のうちに終了しました。ご協力に感謝いたします。
松川会員
１か月のごぶさたです。
「世界に良いことをしよう」これはロータリークラブのモット
村木会員 富田さんお世話になり有難う。
ーですが、先日我が病院の朝礼でも最近の行事に関連し
村角会員 やっと暑い夏も終わりほっとしていま
て、一人の医師が次のような言葉を述べました。「積善之
す。
家必有餘慶（積善の家、必ず余慶あり）」この言葉ご存知
安井会員 月初にて。
でしょうか。善行を積み重ねた家はその子孫が幸福になる
山本会員 もう９月。今年も後４カ月、大きな事件
であろうという、「易経」の教えです。病院であればさしずめ、
が起こらない事を念じます。平穏無
患者さんに安心をあたえ、喜んでもらっていれば、病院は
事って有り難いことなのですね。
栄えるということでしょう。病院経営は大変な時代ですが基
吉田会員
月初につき。
本はこれだと、今朝の朝礼で申しました。ロータリーでも同
様で、社会に良いことをたくさん行っていれば、会員も増え
本日の合計
38,000 円
て反映すること間違いなしです。会員を増やすためにでは
今年度累計
324,000 円
なく、よい行いを積み重ねていきましょう。自然に新大阪ロ
ータリークラブが反映していきます。もっと大きなことを言え
ば、戦争をなくすることが最大の幸せだと思いますが、まず
■幹事報告
副幹事 菅本 泰年
身近な、善い行いに汗を流しましょう。
■災害復興Ｐ基金報告

９月２日

「世界へのプレゼントになろう」

２，０００円
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・９月の予定表をお配りしておきました。ぜひ皆様の職場
で目に付くよう貼るなりして、ご活用いただきたいと思い
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
ます。
・１２月４日、５日に行われます地区大会の出欠を再度回
覧しますので、ご記入をお願いします。尚、ご家族が参
加される場合は、回覧用紙下方にご家族名を記入い
ただき、参加項目に○印を付けて下さい。会員の皆様
は１２月５日（土）午後１時からの式典、シンポジウムに
はできる限り出席をお願いします。その他は自由参加
です。
・ＩＭ第６組ロータリーデーの参加申込も回覧しますので、
未だご記入されていない方は記入して下さい。
・第３６回大輪ゴルフ会の案内が届きました。メールボッ
クスへ配布しております。参加ご希望の方は、申込書
にご記入ください。回覧します。
・本日例会終了後、定例理事会を開催します。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

８/２９（土）整肢学院夏祭りに参加下さいましてありがとう
ございました。次の事業は９/１３（日）東淀川区民まつり
です。バザー品が集まってきています。まだ受け付けて
いますので、よろしくお願いします。

「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
卓

本年度の新大阪 RC の職業奉仕委員会の活動
RC の職業奉仕の理念と C.S.R（企業の社会的責任）の共
通点について学ぶ機会を
設ける。 以上

話

第２回クラブフォーラム
①「職業奉仕委員会」
安井 一男 委員長

②「社会奉仕委員会」
山路 高純 委員長

ロータリーの目的
職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値
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
日常の職業奉仕活動とは
事業や専門職務のリーダーであるロータリアンは、従業員、
同僚、地域社会全体に対して模範を示し、高い倫理基準
を推進することのできる立場にあります。仕事に関連したあ
らゆる交流は、倫理的な行動を奨励する機会となります。ロ
ータリアンは、日々の仕事において倫理を実践し、奨励す
ることができます。従業員の雇用や研修において、誠意、
責任、公平さ、尊重について説明・その重要性を強調しま
す。仕事仲間による模範的な行動を称え、奨励します。
顧客、業者、仕事関係者と接する際は、高い倫理基準を
遂行し、思いやりと熟慮をもって行動します。
職業奉仕委員会の役割
①ある職業分類を取り上げた例会プログラムを実施す
る。特定の職業に関する発表また、ゲストや会員候補者を
例会に招く。
②会員の職場訪問（ツアー）を行う。人前で話すことが苦手
な会員は、自分の職業について発表するより、職場訪問を
お願いする。クラブの運営に支障がなければ、時には会員
の職場で例会を行うのも一案。
③職業に関連する親睦活動グループに参加する。新たに
グループを設立する。
④地域社会でロータリアン以外の職業人とのネットワークを
広げる。
⑤奉仕プロジェクトで職業スキルを生かす。
⑥若者を対象とした進路指導を行う。また地元の高校の進
路相談に参加する。職業体験プログラムを実施する。
「世界へのプレゼントになろう」
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例会前に第１回社会奉仕委員会を開きました。
今年は大阪整肢学院夏祭り２０１５と第４１回東淀川区民
まつり、淀川警察合同防犯キャンペーンを実施します。
整肢学院夏祭りは人手が足りなくて次年度の募集を強
化する必要がある。東淀川区民まつりは館内で行うので、
スペースがなく、バザー販売とデモ犬（募金活動）のみとす
る。
又、淀川警察防犯キャンペーンはリストバンドの配布を
１０/１８（日）に行う事とする。

９月１３日（日） 会員９：４５ ご家族１１：００ 集合
東淀川区民まつり「盲導犬育成バザー」に
多数のご参加をよろしくお願いします！

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
８月２８日 合同例会「ガバナー公式訪問」
於 ホテルグランヴィア大阪

「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～

次週のプログラム

べジファースト
『秋のきのこサラダに 食べる美容液アマニ油』
ふぐの唐揚
お刺身盛り合わせ 鮪

間八 烏賊

第 1428 回例会／2015 年 9 月 16 日

和牛サーロインの網焼きに クロワッサン

◆唱

歌

「R-O-T-A-R-Y」

◆卓

話
レディースサロン
「ルーヴル美術館展のみどころ」
大石 博雄 会員

十六種類の穀物ごはん
赤魚西京味噌焼き
大和芋のとろろ
例会終了後京都市美術館にて
「ルーヴル美術館展」鑑賞と夕食会

デザート みかんアイス
珈琲

本日の中国語

９月

お名前は？
您貴姓（ニン

クイ

シン）

どちらさんですか？
你叫什麼名字?
(ニー チャオ シェンマ ミンツ？)
你是誰?
（ニー シー シュイ ？）

予定表
イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower 他

月

ttp://b-cures.net/他
曜日
予定
時間他
・（C）ikoi・Miho´s house 他
９ 水 第１４２７回 例会 「交通安全教室」淀川警察署 小山 裕一様
１３：３０～第２回戦略計画委員会
風と樹と空とフリー素材 http://kaze-sora.com/他
１３ 日 東淀川区民まつり「盲導犬育成バザー」１２：００～東淀川区役所
会員９：４５ ご家族１１：００ 集合
・ [素材大好き.com]http://www.sozaidaisuki.com 他
第１４２８回 例会 レディースサロン「ルーヴル美術館展のみどころ」

日
９

１６

大石 博雄 会員

水

13：30～絵画クラブレッスン

例会後ＪＲにて京都へ 「ルーブル美術館展」鑑賞 （京都市美術館） 17：30～夕食会（ウエスティン都ホテル京都）

２３

水

例会休会 秋分の日

３０

水

例会休会

「世界へのプレゼントになろう」

１２：００～１２：３０ ＭＵ受付あり
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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

