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■ 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
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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 1429 回例会／2015 年 10 月 7 日
標
語
「Be a gift to the world」
「世界へのプレゼントになろう」

「君が代」

唱

歌

｢四つのテスト｣

卓

話

歌

横山会員
横山会員

株式会社ワークアカデミー
松田 理紗子 様
会 友
菅本 千代子 様
会員ご令室の皆様
片岡 仁美 様、田中 絹子 様、三島 みゆき 様、
村角 克恵 様、安井 薫 様、横山 有紀江 様、
吉田 文子 様(ｱｲｳｴｵ順)

第３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

「世界へのプレゼントになろう」

■唱

■来賓紹介

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

第 1428 回例会報告 （9 月 16 日）
■司会進行
片岡会員
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■出席者報告
第 1428 回例会
会員数 32 名
出席数 25 名

片岡会員
2015 年 9 月 16 日
出席率 83.33％
欠席数 5 名

出席免除会員欠席数 2 名

第 1427 回例会（9/9）
メ－クアップ 2 名 修正出席率 93.33%
8/29 谷口会員
9/13 松本(正)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
2015.9.16

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
北野会員、山本会員
本日の合計
今年度累計

米

山

2,000 円
55,000 円

ボ

ッ

ク

ス

北野会員、山本会員、吉田会員
本日の合計
今年度累計
9/13 は淀川区民祭りの盲導犬育成のためのチャリティー
バザーにご協力いただきありがとうございました。社会奉仕
委員長はじめ会員・奥様方の協力で商品も完売し、募金も
たくさん集めることができました。合計金額はいまだ報告を
受けていませんが、例年に劣らぬ金額になると思います。
ありがとうございました。今日は大石会員の卓話でレディス
サロン「ルーブル美術館展のみどころ」です。この後京都
で絵を鑑賞の後、食事し親睦を深めます。明日は、ワシン
トンホテルでの「オクトーバーフェスト」です。ロータリー尽く
しの１週間をみんなで楽しみましょう。
戦略計画委員会の件。皆さんご存知のように、新大阪ロ
ータリークラブをもっともっと素晴らしいクラブにするための
委員会を７月から立ち上げました。３-５年をかけて行うもの
です。今抱えている諸問題を改善・改革して行きます。新
しい方向性も考えます。今日お配りしているアンケートに
忌憚のないご意見を記入いただき、これをもとに 10/7 の卓
話の時間に新大阪ロータリークラブの将来を会員全員で
考える時間を作りました。会のあるべき姿、奉仕活動、会
員数、組織運営など準備をお願いします。
もう一件。今年度の家族会です。私の希望で「隠岐の島
観光」を挙げておりますが、利便性、費用からも多少問題
ありと指摘を受けました。 2016.5 月末に国際ロータリーク
ラブの世界大会が韓国のソウルで開催されます。このよう
な機会を利用して、世界大会の雰囲気に触れることで、ロ
ータリーがもっと理解できるのではという提案がありました。
親睦委員会で検討してまいりますのでもう少し時間をいた
だきます。
ありがとうございました。
■災害復興Ｐ基金報告

９月１６日

「世界へのプレゼントになろう」

ニ コ ニ コ 箱
■SAA
鋳方会員

大石会員
北野会員
菅本会友
田中会員
花原会員
横山会員
吉田会員

報

告
山本 会員

ジャンケンで勝ちました。名誉なニコ
ニコです。今日は東京出張ですので、
ルーヴル美術館欠席します。残念で
す！
美しいご婦人方をおむかえして。卓
話、頑張ります。
区民まつりおつかれさまでした。
本日も皆様とご一緒楽しみに致して
おります。宜しくお願い致します。
大石様、今日はお世話になります。
楽しみです。
山路さん、チャリティーバザーお疲れ
様でした！！
大石さん、本日はお世話になります。
区民まつりお疲れ様でした。大石会
員本日無事に連れて帰って下さい。
本日の合計
今年度累計

■幹事報告

3,000 円
45,000 円

33,000 円
395,000 円
幹事 田中 宏

・１３日（日）東淀川区民まつり「盲導犬育成バザー」に多
数のご参加を頂きありがとうございました。無事に終了し
ました。

３，０００円
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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
・大輪ゴルフ大会、ＩＭ第６組ロータリーデー、地区大会、 ルーブル展に寄せて。
全て参加申し込みは本日で締切りますので、まだ参加
申込をされていない方はお申し出ください。
人間が持っている欲求の一つに、自分が見た感動やら伝
えたいことを表現したいと言う思いは言語や絵画として発
・次週９月２３日と次々週３０日は例会休会です。３０日は 展してきた。
ＭＵ受付をしますので、可能な方はお手伝いをお願い その中でも特に絵画も人類の歴史の発展と共に進化を遂
します。
げている。
今回の美術展は風俗画というジャンルをテーマとした展示
・本日はレディースサロンです。例会終了は１４時となりま 会で、人間が本来描きたかったテーマであり、過去におい
す。よろしくお願いします。
ての宗教画や歴史画とは一線を引いた、私たち一般市民
のものである。
・卓話 １０月の予定
今日、私たちが見ている普通の絵画が脚光を浴びるのは
１０月 ７日 第２回クラブフォーラム（Ｒ財団・米山）
実はここほんの数百年にしかすぎない。
１０月１４日 稲田会員担当→戦略計画委員会
今回は主題に従い、わかりやすく絵画のジャンルの説明か
アンケート結果について
ら入り
１０月２１日 吉田会員担当
「労働と日々」－商人、働く人々、農民
１０月２８日 花原会員担当
27 ダーフィット・テニールス 2 世
「慈悲の七つの行い」

委

員

会

報

■社会奉仕委員会

告
植田 誠 委員

東淀川区民まつり報告
〈チャリティバザー〉 １１５，９００円
〈募金〉
５１，７７７円
皆様御協力ありがとうございました。

卓

話
「日常生活の寓意ー風俗描写を超えて｝
38 ヨハネス・フェルメール
「天文学者」

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

「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
「雅なる情景ー日常生活における恋愛遊戯」
44 ピーテル・デ・ホーホ
「酒を飲む女」

「室内の女性ー日常生活における女性」
73 ジャン＝バティスト・カミーユ・コロー
「コローのアトリエ」

「日常生活における自然ー田園的・牧歌的風景と風俗的
情景」

「アトリエの芸術家｝と言う流れになって展示されている。
さあ、皆さんいつものように、ご一緒にルーブルに参りまし
ょう。

53 パウル・ブリル
「鹿狩り」
11 リュバン・ボージャン
「チェス盤のある静物」

写真―ルーヴル美術館展ガイドブックより抜粋

「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

私の好きな言葉

③松本(圭)会員

「寄り添う」
人に寄り添うというのは、真に対等で自
由であるというのが難しいですが、どう
してもその人の立場に立ってしまい、自
分のことのように息が苦しくなってきま
す。又、この人によくなってほしいと思
うあまり「ああしなさい、こうしなさい」
とコントロールしがちになり、強要して
しまいます。自分が吸い込んでしまうわ
けです。本当は頭では考えずに、流して
いってただ呼吸を合わせればよいのでし
ょう。
寄り添っていけば、その人が自分で解決
していくから、それを見守るという
事になればいいんでしょうね。

私の好きな言葉

④植田会員

「ありがとう」
ありきたりですが、仕事柄よく使う言葉
です。言葉でありがとう、文字でありが
とう。が、親しき仲では省略されがちな
言葉。なので、最近嫁に対して意識して
使う努力をしています・・・。共に働く
従業員に対しては、お客様に「ありがと
う」と言うのは当たり前、お客様から「あ
りがとう」をいただく為には？と伝えて
います。

「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
本日のメニュー
～洋食～
べジファースト
加賀伝統野菜の金時草と
加賀太胡瓜 南瓜 舞茸のおひたし

次回のプログラム

真鯛のカルパッチョにトマトと蟹のファルス
クリスタルシート包み

第 1430 回例会／2015 年 10 月 14 日

ゴロゴロ野菜たっぷり
豆乳ポットフ
南瓜パンとフランスパン
デセール 3 種の 林檎 リンゴ りんご

◆国歌斉唱
◆唱 歌

「君が代」
「もみじ」

◆イベント

第４回ジャンケン大会

◆卓

戦略計画委員会
「アンケート結果について」
戦略計画委員会
久富 義郎 委員長

話

コーヒー

１０月のバースデーロータリアン

本日の中国語
１０月２５日
１０月２５日
１０月２６日

１０月

始めまして

稲田会員
町 会員
吉田会員

初次見面

(チュウーツ

チエンミエン)

よろしくお願いします。 請多多關照
(チン トゥオトゥオ グアンチャオ)
お久しぶりです。 好久不見了
(ハオ チュウ ブーチエンラ)

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

月
１０

日

曜日

予定

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

時間他

７

水

１３：３０～定例理事会
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
風と樹と空とフリー素材
http://kaze-sora.com/他

１４

水

第１４３０回 例会 戦略計画委員会「アンケート結果について」・

１８

日

淀川警察「街頭犯罪・こども女性被害防止キャンペーン」

１０：４５ＪＲ新大阪駅３Ｆ千成ひょうた
ん前集合 イベントは１１時～１２時

２１

水

第１４３１回 例会 吉田会員担当

１３：３０～絵画クラブレッスン

「世界へのプレゼントになろう」
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１３：３０～委員長会議
[素材大好き.com]http://www.sozaidaisuki.com
他
(委員長各位ご出席お願いします)

2015～16 年度 国際ロータリー会長 Ｋ．Ｒ．ラビンドラン

