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〒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
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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 1428 回例会／2015 年 9 月 16 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」

片岡会員

■唱

横山会員

歌

本日の卓話ゲスト
会

友

■出席者報告
第 1427 回例会
会員数 32 名
出席数 26 名

山路会員
淀川警察署 交通課長
警視 小山 裕一 様
松尾 寛 様
片岡会員
2015 年 9 月 9 日
出席率 89.66％
欠席数 3 名

出席免除会員欠席数 3 名

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
（１４：００終了）

「世界へのプレゼントになろう」

■司会進行

■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
卓

第 1427 回例会報告 （9 月 9 日）
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第 1426 回例会（9/2）
メ－クアップ 1 名 修正出席率 87.10%
8/23 田中会員

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
2015.9.9

す。
本日はありがとうございました。
■災害復興Ｐ基金報告

９月９日

４，０００円

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
鋳方会員、生尾会員、遠藤会員、久富会員、
村角会員、湯浅会員
本日の合計
今年度累計

米

山

10,000 円
53,000 円

ボ

ッ

ク

ス

9 月は基本的教育と識字率向上月間です。「ロータリーの
友」からの受け売りですが、世界には教育を受けることがで
鋳方会員、生尾会員、遠藤会員、久富会員、
きない就学児童が 5700 万人いるそうです。また読み書き
村角会員、山本会員
できない成人は 7 億 7400 万人おり、その 3 分の 2 は女性
だと言われています。ロータリーではこれを解消するため
本日の合計
8,000 円
に様々な取り組みをしていますが、ポリオと同様に非識字
今年度累計
42,000 円
の方はほとんどいないのであまり身近に感じられません。こ
の対策は国を挙げて取り組む問題ですが、開発途上国だ
けでは無理で、学校の設立、教育材料の援助、教育者養
ニ コ ニ コ 箱
報
告
成の支援などです。日本の子供の教育アイテムはすごい
山本 会員
ですね。ベネッセの「しまじろう」ご存知ですか？パネルに ■SAA
センサーを充てると言葉を発します。カルタ取りが一人で
鋳方会員 ベルギー・フランスに家族旅行してき
できるわけです。外国語版ができれば識字率も上がると考
ました。２０°（前後）ですずしく、リフ
えました。すでに連携が取れているかもしれません。
レッシュしてきました。
話は変わって立野ガバナーの今年度方針 IT の活用につ
遠藤会員
富田さんお世話になり有難う。ご迷惑
いて。電車の中での光景はスマホを見ている人がほとんど。
おかけしました。
使ってみると便利。PC はいらない。大阪回生病院のホー
田中会員 前回例会欠席のおわび。
ムページもスマホに対応できるようにします。これが使えな
花原会員 淀 川 警 察 署 小 山 課 長 を お 迎 え し
いでは落ちこぼれです。スマホか PC をぜひ始めてくださ
て！！
い。ボケ防止にもなります。私の活用アプリは「縦書きコラ
松川会員 皆様、次女の結婚に際してお祝いあ
ム」です。一度お試しください。新しい世界の発見も必ずあ
りがとうございました。
ります。ところで、明日から 5 年に一度の国勢調査も始まり
三島会員 前回欠席のお詫び。
ます。これも、インターネット回答があります。調査員の労
村角会員 妻の誕生日に美味しい野菜をありが
力を省くことに協力しましょう。小さな人助けです。
とう。
話の最後に「ご清聴ありがとうございました」といいます。こ
山路会員 優勝しちゃった！（９/４親睦ゴルフ）
れをスライドに出すと、「静聴」だと思っていたのだが、これ
山本会員 恙なく一ヶ月が過ぎました。
は上から目線であることをはじめて知りました。「清聴」なん
て言葉があるものかと思っていましたが、あるのです。「清
本日の合計
38,000 円
聴」はつたない話を聞いていただいたことに対する感謝す
今年度累計
362,000 円
る謙譲語とあるということです。思い込みとは怖いもので
「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
■幹事報告

幹事 田中 宏

卓

話

・９月２日に行われました定例理事会の議事録を配布し
ておきました。ご確認下さい。
・１３日（日）東淀川区民まつりに多数のご参加をよろしく
お願いします。

「大阪、淀川の交通情勢について」
淀川警察署 交通課長
警視 小山 裕一 様

・大輪ゴルフ大会の参加申込書を再度回覧します。御
参加希望の方はご記入をお願いします。また、すでに
申込みされた方は参考ハンディキャップが未記入にな
っています。ご記入ください。
・ロータリー財団奨学生募集の案内が届いておりますの
で、募集要項を回覧します。候補学生の推薦を希望さ
れる方は事務局までお申し出ください。
・本日例会終了後、第２回戦略計画委員会を行います
ので、委員の皆様は談話室へご参集ください。又、来
月より偶数月第２週は例会後「委員長会議」を行いま
す。
・卓話 １０月の予定
１０月 ７日 第２回クラブフォーラム（Ｒ財団・米山）
１０月１４日 稲田会員担当
１０月２１日 吉田会員担当
１０月２８日 花原会員担当

委

員

■親睦活動小委員会

会

報

告

植田 誠 委員長

①９月４日ワシントンゴルフコンペお礼
“山路会員 優勝おめでとうございます”

②９月１６日 「ルーヴル美術館展」の確認
③９月１７日 「オクトーバーフェスト」の確認
「世界へのプレゼントになろう」

－3－

平素は交通行政にご協力いただきましてありがとうございま
す。
本日は、現在の大阪の交通情勢、淀川の交通情勢につ
いてお話をさせていただきます。
現在の大阪府警本部長である樋口は、交通課長会議の席
上で、交通事故は減らすのでは無く、なくすという言葉を使
うと申しております。
交通の目的は、「交通の安全と円滑」であります。昨年の
交通事故でお亡くなりになった方は、大阪で 143 人でした。
統計史上最小記録でした。
しかしながら、今年は大阪府下におきまして、昨日時点で
126 人の方がお亡くなりになっています。
前年対比プラス 34 人という数字で、前年対比の増加率は
＋37 パーセントとなっています。
全国的に見ても、愛知県の 136 人についで大阪の交通事
故による死者数が多いとの結果となっております。
本年 7 月 1 日には、大阪府知事名で、「交通死亡事故多
発警報が発令」され、7 月 15 日まで、「交通死亡事故抑止
緊急対策」を実施しております。
当署におきましても、主要交差点 6 か所における交通指
導取締り活動を強化させました。これらの死亡事故を分析
しますと、高齢者・自転車・夜間 という三つのキーワードが
浮かんできます。
つまり、府下的に申しますと、死者数の半数が高齢者、自
転車関連の死者数が倍増、夜間の死者数が大幅ましてお
ります。
当署の人身事故の発生状況は、8 月末現在で 550 件で
前年対比 107 件のプラスで、怪我をされた人は 631 人で前
年対比 111 人のプラスとなり、いずれも約 25 パーセントの
増加傾向です。
物件事故は 2044 件発生しており、若干減少しております。
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
交通事故によりお亡くなりになった方は、3 人になります。
高齢者はおふたりで、信号交差点での事故は一件となりま
す。
常態的に進めております安全教育ポイントは
○高齢者に対する反射材の直接貼付
○夜間における前照灯のハイビームに向けた広報啓発活
動
道路交通法第 52 条第 2 項（車両等の灯火）
車両等が夜間、他の車両等と行き違う場合又は他の車両
等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を
妨げるおそれがあるときには、車両等の運転者は、政令で
定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯
火を操作しなければならない。
道路交通法施行令第 20 条（他の車両等と行き違う場合等
の灯火の操作）
前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとするこ
と
○主要交差点による、交通監視・指導取締りを実施してお
ります。
安全講習について
○淀川の人口が約 17 万 4 千 500 人で、免許人口は約 9
万 4 千 700 人の約 54%になり、7 万 9 千 800 人の方が安全
講習を受けない
○企業講習も年間約 180 社、のべ人員として 5000 人の
方々に講習を受けてもらっております。
○運転免許更新時の講習も受けない、安全講習も受けた
ことが無い方々をどうするかが永遠の課題となっておりま
す。
○小学生を対象とした子供自転車大会を先月の 27 日に
守口市民体育館で実施。今回で 50 回を数える。今回は三
国小学校が参加。
ドライブレコーダーの効用について
特に信号絡みの人身事故について。
民事上での立証責任は、当事者にあります。
ただ、立証責任は裁判官が心証をとれなかった場合に問
題となりますので、被告となった場合に、何も反証しなけれ
ば、裁判は負けることになります。

「世界へのプレゼントになろう」
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■第３回じゃんけん大会 開催！

勝者は・・・

鋳方会員です。おめでとうございます♪

■村角会員 米山功労者認証 おめでとうございます！

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

９月１３日 「東淀川区民まつり
盲導犬育成バザー」

「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）～
べジファースト・・・秋なすと南瓜の炊き合わせ
秋の創作野菜寿司
松茸のにぎり
白マイタケにぎり
ナスにぎり
赤カブにぎり

次回のプログラム

第 1429 回例会／2015 年 10 月 7 日

秋さんまの炙りカルパッチョ煮
食べる美容液アマニ油風味

◆国歌斉唱
◆唱 歌

「君が代」
「四つのテスト」

◆卓

第２回 クラブフォーラム
・ロータリー財団小委員会
湯浅 隆之 委員長
・米山奨学小委員会
太田 雅裕 委員長

話

海胆入り茶碗蒸し
“中秋の名月” きのこあんかけそばに温泉卵
紫さつま芋のプリンにマロンアイス

９月２３日（秋分の日）と９月３０日は

珈琲

例会休会です。
■創立３０周年記念に東淀川区役所へ寄贈した椅子
（この他に会議室用椅子も活用されています。）

次回は１０月７日です。

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

日

曜日

予定

ttp://b-cures.net/他
・（C）ikoi・Miho´s house 他

時間他

例会は１４：００まで １４：２０ＪＲ新大

風と樹と空とフリー素材 http://kaze-sora.com/他

９

１６

水

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」 阪発新快速にて京都へ

・ [素材大好き.com]http://www.sozaidaisuki.com 他

大石 博雄 会員

1４：０0～絵画クラブレッスン

例会後ＪＲにて京都へ 「ルーヴル美術館展」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）

１０

２３

水

例会休会 秋分の日

３０

水

例会休会

７

水

第１４２９回 例会 第２回クラブＦ Ｒ財団小委員会・米山奨学小委員会 １３：３０～定例理事会

「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

