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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 1430 回例会／2015 年 10 月 14 日
標
語
「Be a gift to the world」
「世界へのプレゼントになろう」

■出席者報告
第 1429 回例会
会員数 32 名
出席数 26 名

第４回ジャンケン大会

湯浅会員
湯浅会員
大塚 道夫 様

植田会員
2015 年 10 月 7 日
出席率 86.67％
欠席数 4 名

出席免除会員欠席数 2 名

卓
話
「戦略計画委員会について」
久富 義郎 会長
「新大阪ＲＣのアンケート調査結果について」
松川 雅典 ガバナー補佐

「世界へのプレゼントになろう」

歌

大阪西ＲＣ

歌 ｢もみじ｣
秋の夕日に 照る山もみじ
濃いも薄いも 数ある中に
松をいろどる 楓や蔦は
山の麓の 裾模様

イベント

■唱

■来賓紹介

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

第 1429 回例会報告 （10 月 7 日）
■司会進行
植田会員

－1－

9/04
9/13
9/13
9/13

第 1428 回例会（9/16）
メ－クアップ 5 名 修正出席率 96.77%
山根会員
9/23 松本（正）会員
松川会員
三島会員
山路会員

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
2015.10.7

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
鋳方会員、生尾会員、北野会員、田中会員、
谷口会員、久富会員、安井会員、湯浅会員
本日の合計
今年度累計

米

山

11,000 円
66,000 円

ボ

ッ

ク

ス

鋳方会員、生尾会員、北野会員、田中会員、
谷口会員、久富会員、安井会員、山本会員
久富会長と１０月が誕生月の吉田会員、稲田会員、町会員

「ハオ チュウ ブーチェンラ」例会が 2 回お休みでした。こ
れだけ空くと寂しかったですね。この間いろいろなことがあ
りました。まずラグビー日本チームの大活躍です。こんなに
強かったのだと、再認識しました。昨日、おとといと連日の
ノーベル賞受賞報道です。マスコミは大忙しです。医学生
理学賞を受賞された大村智先生。寄生虫による失明を招
く、オンコセルカ症の特効薬・イベルメクチンの発見をし、
2-3 億という人の失明を防ぎました。この偉業もさることなが
ら、数々の心に残る先生の名言があります。
「何か一つでも人のためになることができないか、いつも考
えてきた」「研究の柱は人材育成」「微生物のすごい能力を
引き出そうとしただけ。自分が偉い仕事をしたとは思ってい
ない」。「ノーベル賞をもらうために仕事をしていたわけじゃ
ないけど、人のため、世のためとやってきた。それを認めて
もらえた喜びはある」などです。
「世のため、人のために何かしなさい」と子供の時に祖母
に言われて育ったという。200 億円を超える特許料などを、
北里研究所・病院に寄付し、故郷に美術館も寄付して、お
金は食べていけるものだけあればよいという。世人にまね
のできることではない。
「世のため、人のため」この教えが今の教育にあるか？ロ
ータリークラブにはあって、我々には周知のことであるが、
世の中にはあまりない。我々が子供、孫に教え伝えるべき
はこの教えではないかと強く感じました。まず身近なところ
で、自分が動くことで、人が喜んでくれることをやっていき
ましょうと、今朝の病院の朝礼でも述べたところです。あり
がとうございました。
■災害復興Ｐ基金報告

１０月７日

「世界へのプレゼントになろう」

３，０００円
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本日の合計
今年度累計

ニ コ ニ コ 箱
■SAA

9,000 円
54,000 円

報

告
北野 会員

鋳方会員

すずしくなりました。仕事にスポーツ
にがんばりましょう！
稲田会員 誕生日を迎え、又新たな出発だ。
太田会員 大石さん、富田さんごめいわくおかけ
しました。
北野会員 恙なく一ヶ月が過ぎました。
菅本会員 シルバーウィークは、テネシー州メン
フィスへエルヴィスツアーへ行ってき
ました。グレイスランドやエルヴィスに
関係する場所へもりだくさん行ってき
ました。充実したお休みでした。
谷口会員 爽やかな季節になりました。
花原会員 大石さんルーヴル美術館展ありがとう
ございました！！
久富会員 妻の誕生日に美しい花をありがとう。
松川会員 だいぶしのぎやすくなって来ました。
松本（正）会員
秋晴れのニコニコ。たまにはせんと。
三島会員 秋が来ました。さわやかで気持ちが
いいですね。
三島会員ご令室 三島 みゆき様
大石様、レディスサロン有り難うござ
いました。目の保養、口の保養が出
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
村木会員
安井会員
山本会員

吉田会員

来て大変楽しい一日でした。
月初につき。
月初にて。
９月後半、体調をくずし入院、全身検
査（人間ドック並み）でした。たまには
いいもんだと。
月初につき。
本日の合計
今年度累計

52,000 円
447,000 円

委

員

会

■社会奉仕委員会

告

植田 誠 委員

１０月１８日、淀川警察共催「防犯キャンペーン」を行いま
す。案内を本日皆様に配布しましたので、ご覧ください。
当日ご都合のつく方はご参加よろしくお願いします。
■ローターアクト小委員会

■幹事報告

報

菅本 泰年 委員長

幹事 田中 宏

・大阪東淀ちゃやまちＲＣより「オペラコンサートへのお誘
い」が届いております。１１月３０日 (月)に移動例会とし
て行われます。親睦を深めるために、大阪淀川ＲＣ，新
大阪ＲＣの会員・家族の皆様に多数ご参加頂きたいと
のことです。詳細は案内を配布しておりますのでご覧く
ださい。また出欠を回覧しますので、ご記入をお願いし
ます。
・今年度のニコニコキャンプ報告書と写真集が届きまし
た。回覧します。
・１０月の予定表と９月９日開催の戦略計画委員会議事
録を配布しておきました。ご確認下さい。

大阪淀川ローターアクトより「大阪淀川ローターアクト創立
30 周年記念式典」を開催いたします。
【日 時】2015 年 11 月 3 日(火・祝)
登録受付 13：30
開会点鐘 14：00
閉会点鐘 16：50
懇親会開会 17：00 懇親会閉会 19：00(予定)
【場 所】ホテルグランヴィア大阪 20F 名庭の間
〒530-0001 大阪市北区梅田 3-1-1
TEL 06-6344-1235
ホテルグランヴィア大阪は JR 大阪駅構内と
つながっています。※中央口を出て右手すぐです。
一人でも多くのご参加宜しくお願い致します。
■親睦 歩こう会

松本 正 会員

・次週例会終了後、談話室にて委員長会議を行います。
委員長各位、ご出席をお願いします。
・本日例会終了後、定例理事会を行います。理事の皆
様よろしくお願い致します。
・１０月の予定の確認
次週は稲田会員の担当でした
が、「戦略計画委員会のアンケート結果について」に変
更させて頂きます。アンケート回答を未提出の方は、今
週中に事務局までご提出下さい。
１０月１４日 稲田会員担当→戦略計画委員会
アンケート結果について
１０月２１日 吉田会員担当
１０月２８日 花原会員担当
・前年度幹事より
前年度事業報告書の原稿を未提出の方は、至急メー
ルにてご提出をお願いします。

「世界へのプレゼントになろう」
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「琵琶湖一周歩こう会」（鯖作戦）完結編に向けて、今回は、
１０月１１日新大阪８：４３分発こだま号で米原経由河毛の
駅から木之本町まで湖岸を歩きます。が、週報に載る頃は
終わっていますので、次回１１月はついに琵琶湖一周完結
編、奥琵琶湖を歩いたり、竹生島行ったり、名物鴨鍋を食
べたりで、できれば一泊で考えております。予定が決まり次
第、告知させて頂きますので、ふるって御参加下さい。

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
卓

話

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

「琵琶湖一周歩こう会」報告
２０１５．９．２３
田中 宏

今日は、米山奨学生事業について、説明させて頂きま
す。
米山奨学記念事業は、１９５２年に始まり、目的は民間外
交として世界に平和の種を蒔く留学生を支援し、平和の架
け橋となってもらうことです。
この事業は、日本のロータリアンの寄附金を財源として
おり、また寄付の多いクラブから、世話クラブが決まります。
当クラブにとって奨学生のお世話を引き受けることは、非
常にプラスとなりますので、寄付の方宜しくお願い申し上げ
ます。
※予定されていました「ロータリー財団小委員会」は時間の
都合で、来年３月の湯浅会員担当の時間に変更になりまし
た。

「世界へのプレゼントになろう」
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９月２３日（水）シルバー連休最後の日。久富、松川、村
木、松本（正）松本（佳）北野ジョン君、私の８名が８：４３発
のこだま号の先頭車両で待ち合わせ。その先頭車両が指
定席だったので２両目となりました。缶ビールを開けてる間
に米原到着。
９：３３はつの北陸線で９：４２長浜到着。駅前で記念写
真を撮って木之本に向け出発。天気も良くまさにスポーツ
の秋を満喫して、たわわに実った稲穂の田んぼを見ながら
快調なペースで進みました。８号線をただ歩くだけでは面
白くないと湖岸に出てさざ波街道を歩きましたが、これが結
構遠回り一辺を三辺使っていく感じ。
竹生島と思える島を左に見ながら途中奥琵琶湖スポー
ツの森で休憩。売店もなく自販機があるだけ。夏はプール
でにぎわっていた感じでした。とにかく昼食場所の湖北み
ずどりステーションをめざし出発。川が何本も琵琶湖に流
れ込んでいるのを実感しその川に魚（何の魚かわかりませ
ん）が泳いでいるのがみれました。北野さんとジョン君が網
ですくおうとしても取れません。
やっとお目当ての昼食場所湖北みずどりステーションに
到着。さあビールが飲めると思いきや、水道工事の関係で
休業中、しかたなく売店で弁当を買うことにしたのですが缶
ビールが売っていません。不測の事態に不満たらたら、
早々にお昼を済ませてコンビニを目指した出発。田舎道ゆ
えなかなかコンビニがありません。やっとショッパーなる小さ
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
な食料品店を見つけ缶ビール、アイスクリームで一息つく。
ここで木之本はあきらめて二つ手前の駅河芸駅を目指す
こととしました。
河毛駅ではタクシーが一台しかなく、北近江の湯に向け
まず４名が先発、残り４名はそのタクシーが戻ってくるまで
ダラダラ待つ状況。列車は何本も通過するのですが止まる
列車は我々がいる間は一本もありませんでした。待つこと３
０分タクシーが戻ってきたので我々も北近江の湯に到着。
汗を流してさっぱりとして楽しい夕食を期待して長浜へ向
かう。長浜について二度目の不測の事態発生。店の名前
は忘れましたがお目当ての店が休業。何度もタクシーの中
で予約しようと電話していたが繋がらなかった訳が判明しま
した。仕方なく近くの北国食堂に入り冷たいビールにあり
つけました。今日はラクビーのスコットランド戦を見ようとの
事で早めのお開きとし新大阪を目指いました。次回は１０
月１１日（日）河毛駅か木之本駅での集合となります。

「世界へのプレゼントになろう」
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私の好きな言葉

⑤北野会員

「私の好きな言葉に寄せて」

「私の好きな言葉」という命題を頂いたとき。その昔鉛筆を
なめなめ文章を考えていた頃をふと想い出しました。結局
その時は、珈琲カップから角砂糖に落とした水滴で砂糖が
溶ける様を人生に準えて「一杯の珈琲」という文章にまとめ
上げたのですが、その折、その折によって好きな言葉も変
わってゆくものです。「お伊勢参り」の帰路、車窓から垣間
見え、過ぎ行くネオンライトを眺めながら想ったこと。或いは、
たまたま始めた早朝ウオーキングの折古寺の掲示板に書
かれてあった、日蓮上人の言葉“今を虚しゅうすることなか
れ”（時の執権北条時宗に送った書籍〝立正安国論“）
等々、変わっていくものです。
私の宗教 ”浄土真宗“でも、南無阿弥陀仏と唱えれば、
浄土に行ける。即ち、日蓮宗ではそれが南無妙法蓮華経”
でありますが。それは、時の権力によって捻じ曲げられて
いる解釈です。事実は“人間は死ぬまで理想を求めて努
力すること事”です。日本人の終盤の弱さはそこにあると考
えます。
そして、本題に戻りますが、基本的にはそうした「私の好き
な言葉」とか、私のエピローグとかは、難しいし、考えること
は嫌な作業です。何故なら、人並みに上手く文章を綴りた
いし、ええかっこもしてみたい、だから嫌な、苦しい。たった
それだけの事なのに、素直になれないし、戸惑う。その辺
に転がっている言葉や、使い古された表現でもいいのに、
少しでも難しいことを平易な文章で表現したい、そんな事
を考えていたらあっという間に時が過ぎてゆきました。
「小さい時から集中力がなくて、落ち着きのない子供だった
と思う」と自称する歌手の小田和正は自分が音楽で伝えた
いのは、“悔いのないように生きるということ。生まれてきた
本当の理由は誰にも解からないけど、「生まれてきてよかっ
たんだな」ってみんなに思ってほしい。そうじゃないと、す
べて意味がない。仕事にしても、なんでもそう。その思いを
凝縮して、詩を書き、曲を作り、歌っているという。
そして彼が初めて事務所を設立し、周囲の人に配った挨
拶文がここにある。
「理想を後回しにせず、いつも期待し、期待され，《やった
ね》といえる仕事をひとつひとつ積み重ねてゆきたいと思っ
ています。
つまり，私もロータリーに入った頃のように、澄み切った、心
も少年のように、飾らず正直だが繊細で、決して自分を曲
げることない道を貫きたく思います。

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
次週のプログラム
本日のメニュー
～和食～
先ず定番・・・ベジファースト
今が旬 『はやとうり』の炒め
レモン塩風味ドレッシング
*.薩摩隼人にちなんでこの名がついた

第 1431 回例会／2015 年 10 月 21 日
お刺身 2 種盛り 間八 烏賊
鯛の蒸し物に蕪旨煮 ずわい蟹あんかけ

◆国歌斉唱
◆唱 歌

「君が代」
「もみじ」

◆卓

吉田 正則 会員 担当

和牛サーロインの網焼き レモンマスタードソース
話

栗ご飯 香物 なめこ汁
デザート バートレット(西洋梨)のｺﾝﾎﾟｰﾄ
珈琲

本日の中国語

１０月

初めまして

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

月
１０

１１

日

曜日

予定

時間他

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」

１３：３０～委員長会議
(委員長各位ご出席お願いします)

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

２８

水

第１４３２回 例会 花原会員担当

４

水

第１４３３回 例会 村木会員担当

１３：３０～定例理事会
イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower 他
ttp://b-cures.net/他

「世界へのプレゼントになろう」

－6－

・（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

