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創立 昭和 60 年 5 月 8 日
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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 1431 回例会／2015 年 10 月 21 日
標
語
「Be a gift to the world」
「世界へのプレゼントになろう」

卓

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 1430 回例会報告 （10 月 14 日）
■司会進行
植田会員

■出席者報告
第 1430 回例会
会員数 32 名
出席数 19 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 14 日
出席率 67.86％
欠席数 9 名

出席免除会員欠席数 4 名

話
東淀川警察署
署長 根来 比呂計 様
（吉田会員担当）

第 1429 回例会（10/7）
メ－クアップ 1 名 修正出席率 90.00%
10/02 山路会員

）
「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
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
2015.10.14

お世話できるクラブは減っていますが、数年前のように奨
学生の世話ができて、世界を変えられる人材の育成に貢
献したいものです。米山に寄付をしてその一助にしたいも
のです。ありがとうございました。

■災害復興Ｐ基金報告

１０月１４日

１，０００円

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

2,000 円
68,000 円

秋の良い季節になりました。
今日は 10 月 14 日ですが、昨日 13 日は何の日だったかご
存知ですか？
米
山
ボ ッ ク ス
私の業界の話ですが「麻酔の日」だったのです。日本麻酔
科学会が 20 年ぐらい前に制定しました。 今をさかのぼる
村木会員、村角会員
こと 約 210 年前、華岡青洲 が世界で初めて 全身麻酔
下に乳がん摘出手術を成功させた日です。1804 年 10 月
本日の合計
2,000 円
13 日のことです。青洲 は、朝鮮アサガオを主 とする六
今年度累計
56,000
円
種類の薬草から麻酔薬「通仙散」を作り上げ、"痛み"に耐
えることが、美徳とされた時代に、自分の 母親や妻の協
力をえて、この偉業を成功させたのです。（有吉佐和子著
「華岡青洲 の妻」に詳しい）。これは、広く世界で知られて
ニ コ ニ コ 箱
報
告
いるハーバード大学 におけるモートン医師のエーテ ル
■SAA
松本（圭） 会員
麻酔の公開実験 の約 40 年も前のことでした。
また、朝鮮アサガオは日本麻酔科学会のロゴにもなってい
遠藤会員 嬉しい事もあれば、うっとうしいことも
ます。日本から 始まった麻酔でしたが、第 2 次 世界大戦
ありますネ。
の頃には、日本の医学はアメリカに大きな遅れを取ってい
町会員
誕生日プレゼント、バースデーソング
ました。 アメリカは日本の医学を啓蒙するべく医学の使節
有難うございました。照れくささも有り
団を派遣しました。この使節団の中に、ニューヨー クのサ
ましたが、大変、嬉しかったです。
クラッド博士という麻酔科医がいました。 日本の外科医達
村角会員 朝晩、寒くなってきました。風邪など
は、このサクラッド博士の講義を 聞き驚愕したのが現在の、
ひかれぬように。
医学麻酔学の始まりです。先人の幾多の苦労により、現在
山路会員
①妻の誕生日に心遣いをありがとう。
のより安全な麻酔があります。昨日はそんな記念日でし
②２ヶ月ぶりです。例会の出席の仕
た。
方を忘れてしまいそうです。
ロータリークラブは 10 月を「経済と地域社会の発展月間」
＆「米山月間」と定めています。戦争など人類の不幸は貧
困が大きな原因です。そのためにも地域を豊かにすること
本日の合計
17,000 円
が必要なのでしょうが、日本の国では痛切に感じることで
今年度累計
464,000 円
はありません。米山奨学生の座談会が「ロータリーの友」10
月号に掲載されています。我々奉仕活動をいろいろやっ
てはいますが、最大の喜びは人材の育成だと考えます。
「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
■幹事報告

副幹事 菅本 泰年

卓
・辻本会友所属のＪＯＣＳより会報誌「みんなで生きる」が
届きました。畑野先生の原稿も掲載されています。回
覧します。

話

「戦略計画委員会について」
久富 義郎 会長

・先週７日に開催の定例理事会議事録を配布しておき
ました。ご確認下さい。
・本日例会終了後、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。
・１０月・１１月の予定の確認（週報３ページもしくは裏表
紙参照）、１１月は４日が村木会員、１１日が大橋会員
の担当となっています。
１０月２１日
１０月２８日
１１月０４日
１１月１１日
１１月１８日
１１月２５日

吉田会員担当
花原会員担当
村木会員担当
大橋会員担当
松本（圭）会員担当
谷口会員担当

前年度幹事より
・前年度ガバナー月信の最終号が届きました。前年度
理事のメールボックスへ配布しておきました。
・前年度５月５日に行われましたロータリーフェスティバル
の記録書が届きました。北野会員夫人、北野まゆ美様
が、俳句の講座にて特選に選ばれました。記録書を回
覧します。又、８冊ありますので、ご希望の方はお持ち
帰りください。

委

員

■健康家族の会

会

報

皆様ご承知のとおり、この 7 月から戦略計画委員会を立ち
上げました。単年度で終わる会長方針では会の改革は不
可能なので 3-5 年かけてやろうというものです。今年のメン
バーは前年度会長・幹事・今年度・来年度・再来年度の会
長・幹事に松川ガバナー補佐に村木会員を加えた 9 名で
あります。検討事項は組織、規約、運営、委員会活動、財
源など多岐にわたりますが、まず初めに会員が現在のクラ
ブの現状・将来をどのように考えているのか、知るために、
アンケート調査を行いました。その結果が出ましたので、松
川ガバナー補佐に変わり発表していただきます。よろしく
お願いします。
「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

告

花原 昭弘 会員

第 ４８回 健 康 加 速 の会 「再 度 山 」は日 程 が１０月 ２５日
（日）より１１月８日（日）に変更になりました。
■社会奉仕委員会

山路 高純 委員長

１．盲導犬チャリティカレンダー申込
２．口と足で描く芸術家協会からのサンプルを回覧します。
３．淀川警察との合同防犯キャンペーンを行います。６８０
個のタックルバンドを約５０人で配る予定ですので、作業
としては短時間で終わる感じです。

「世界へのプレゼントになろう」
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戦略計画委員会アンケート調査結果
新大阪ロータリークラブ
戦略計画委員会
１、アンケート回答者
（３２名中２９名が回答―回収率９０．６％）
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
２、新大阪ロータリークラブについて
良い点（長所）と思う点を記載してください。例えば「仲が良
いなど」。
（回答結果）
明るい（楽しい・和やか・アットホーム・肩が凝らない）１０名
派閥が無い
７名
仲が良い
６名
多様な人（勉強になる・魅力的な人・良い人）と交われる ６
名
纏まり（団結力・仲間意識）がある ６名
思いやり（品性・分別）がある ５名
院政が無い
２名
上下関係が無い ２名
事務局が優秀 ２名
料理が美味しい ２名
その他
・趣味が広がる・皆一生懸命・事業が多彩・例会場と事務
局が同一ホテル内にあり便利・出席率が高い・かき回す人
が居ない・楽しい企画が多い・同好会がある・恒例行事が
ある・家族も参加できる・メンバー同士の交流がある・新人
に親切である
悪い点（欠点―改善しなければならない）と思う点を記載し
てください。例えば「委員会が不活発など」。
（回答結果）
委員長のみが一生懸命（傍観者が多い・奉仕活動が不活
発・全員参加がない）１０名
委員会の引き継ぎが無い（マニュアルが無い・委員会のこ
とを知らない・委員会が開かれていない・委員の意見が無
い） ６名
会員数が少ない（若手・女性を含めて） ５名
奉仕に来ているのか打ち上げに来ているのかわからない
２名
研修がなされていない ２名
同じグループで集まり過ぎ ２名
奉仕についての視野が狭い（レベルが低い） ２名
その他
・会員の卓話の機会が少ない・卓話と奉仕活動のリンクが
無い・卓話の内容にバリエーションが無い・行事後の感謝
の心が無い・スペシャリストがいない・食事が過多

４、貴方はロータリークラブについてどの程度知識があると
思いますか。○印で答えてください。
（回答結果）
良く知っている
３名
常識程度は知っている １５名
余り知らない
１０名
全く知らない
１名
無回答
１名
５、貴方は１０年後新大阪ロータリークラブがどのようなロー
タリークラブになって欲しいですか。例えば「国際的な奉仕
活動を活発に行っているクラブ」等。
（回答結果）
・地域に役立っている ６名
・もっと一般の方に近い存在（新大阪ロータリークラブの名
前を知ってくれる） ３名
・メンバー増強 ５名
・若い会員の増加 ２名
・補助金を使った国際的奉仕活動 ３名
・皆が生き生きとしている ２名
（その他）
・ハイレベルのロータリアンの集団
・今行っている奉仕活動の継続
・健全な財政
・親睦と奉仕を平等に
・ローターアクトの設立
・地道な奉仕活動
・他のクラブとの合併
・思いやりのあるメンバーがそろったクラブ
・お互い助け合えるクラブ
・ロータリークラブ各人が誇りを持ったクラブ
・日本のロータリークラブを代表する独自性のあるクラブ
・中身の濃い活動的なクラブ
・米山留学生の毎年の受入れ
・感激の多い奉仕活動

３、新大阪ロータリークラブの適正会員数はどの位が良い
と思いますか。
（回答結果）
３５－４０人 １名
４０人
９名
４５人
１名
４５－５０人 １名
５０人
１５名
５０人―６０人 １名
無回答
１名
「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
次回は湖西線にて近江塩津駅集合として別れました。

「琵琶湖一周歩こう会」報告
２０１５．１０．１１
田中 宏

１０月１１日村木、松本(圭）、松本（正）、久富、ジョン君、松
川、私の７名が新大阪で集合。前回と同じ新大阪８：４３発
のこだまで米原へ。駅前で写真を撮って木之本に向け出
発。この日は連休のこともあってかＳＬが走るとのことで、三
脚や脚立をかついだカメラマンが一杯。私達のようにリュッ
クだけは珍しい存在でした。せっかくだから線路沿いに歩
いてゆくこととしました。三脚にカメラを固定して構えている
人を見ながら歩いていると高月駅の手前でＳＬ独特のボー
の汽笛が聞こえてきて目の前を通り過ぎていきました。迫
力満点で感激でした。北陸道沿いに歩いているとところど
ころ稲刈りの終わっていない田んぼをみながら、出来が悪
いから稲刈りをあきらめたのかなと余計なことを考えながら
お昼近くになり、トラック運転手相手のラーメン相味亭で昼
食。
ラーメンはスープの味付けが濃厚でまずまずでしたが、餃
子は皮が厚くて中身のジューシーさが無く今一でした。選
んだ松本（正）さんも昔はもっとおいしかったんだけどと肩
を落としてました。近江塩津へは旧道を進むこととし、山越
えとなり車のほとんど通らないトンネルにに入り真っ暗で怖
いくらいでした。でもトンネルを抜けると湖北の琵琶湖が一
望に見え、旧道を選んで正解と感じました。予定通り４時に
近江塩津駅到着。集合写真を撮る。昼食で休んだ以外は
ほとんど歩きずめ、２０キロぐらいはあったと思う。皆様少し
お疲れのご様子でした。帰りは長浜で途中下車、銭湯で
汗を流し、おでん屋で生ビールを飲んで、米原から新幹線
で新大阪９時過ぎ到着。
「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（軽食日）～

次週のプログラム

ベジフアースト 紫キャベツと白菜のサラダ
旬の食べごろ
『ゴロゴロ野菜とチキン』のグリーンカレー
と淡路島オニオンピクル酢
デセール ”秋”

第 1432 回例会／2015 年 10 月 28 日
◆国歌斉唱
◆唱 歌

「君が代」
「もみじ」

◆卓

花原 昭弘 会員 担当

コーヒー

私の好きな言葉

話

⑥町会員

「おもしろきこともなき世に（を）
おもしろく」
これは幕末の志士、高杉晋作の句です。
（「世に」か「世を」は諸説あります）
生きていく中で面白くない事はたくさんあ
ります。
そんな時「どうしたら面白くなるんだろ
う？」と、受け身ではなく、如何に主体的
に考え、行動できるか？

本日の中国語

１０月

初めまして

初次見面

(チュウーツ

時折、この言葉を思い出しながら、
少しでも面白い人生になるよう努めていま
す。

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

２１

水

第１４３１回 例会 吉田会員担当 東淀川警察署 根来署長様 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

１０

火

２０１５年度 第３６回 大輪ゴルフ会 於茨木カンツリー倶楽部 ８：４８ ＩＮ/ＯＵＴ 同時スタート

１１

水

第１４３４回 例会 大橋会員担当

１８

１２：００～指名委員会
１３：３０～定例理事会

１３：３０～第３回戦略計画委員会

第１４３５回 例会 松本（圭）会員担当
イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower 他

「世界へのプレゼントになろう」
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ttp://b-cures.net/他

2015～16 年度 国際ロータリー会長 Ｋ．Ｒ．ラビンドラン
・（C）ikoi・Miho´s house 他

風と樹と空とフリー素材 http://kaze-sora.com/他

