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新大阪ロータリークラブ

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 1433 回例会／2015 年 11 月 4 日
標

■唱

語
「Be a gift to the world」

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

卓

歌

■来賓紹介

「世界へのプレゼントになろう」

国歌斉唱
唱
歌

第 1432 回例会報告 （10 月 28 日）
■司会進行
植田会員

会

「君が代」
｢四つのテスト｣

友

■出席者報告
第 1432 回例会
会員数 32 名
出席数 24 名

話

湯浅会員
湯浅会員
辻本 嘉助 様

植田会員
2015 年 10 月 28 日
出席率 77.78％
欠席数 5 名

出席免除会員欠席数 3 名

「遺言について」
村木 茂 会員

第 1431 回例会（10/21）
メ－クアップ 4 名 修正出席率 89.29%
10/18 花原会員
10/18 村角会員
10/18 安井会員
10/21 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
2015.10.28

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
生尾会員
本日の合計
今年度累計

米

山

3,000 円
73,000 円

ボ

ッ

ク

ス

生尾会員、山本会員
本日の合計
今年度累計

4,000 円
61,000 円

良い季節になってきました。スーツにネクタイが違和感の
ない季節です。食べ物もおいしい季節、食べ過ぎての体
ニ コ ニ コ 箱
報
告
重増加は、不健康です。ご注意を。
北野会員
大阪回生病院に向かう陸橋に面してホテルがあります。 ■SAA
ホテルラフォーレです。このホテル工事が始まっていて、
生尾会員 植田委員長、大石さん、レンブラント
側面に足場が組まれていました。最上階にはホテルの看
来てますよ！
板がありましたが、工事が終わって、足場が取り払われて、
大橋会員 欠席の御詫び。
数時間でコートヤード・マリオットの看板が見えました。ただ
片岡会員 少しサムクなりましたね。
これだけのことですが、世間の狭い私には驚きでした。看
花原会員 先日新大阪駅で行われた防犯キャン
板を変えるだけに、１３階までも足場を組んで、いくらの出
ペーン、山路委員長お疲れ様でし
費なのか。看板はそれほど大切な物なのですね。そんなこ
た！
とを思いました。このホテル、経営形態が変わって、外国
久富会員 年間ジャンケンチャンピオン目指しま
人観光客を対象に１１月２日にグランドオープンだそうです。
す。
大阪のホテルは盛況で、どのホテルも稼働率 90％を超え
山本会員 前回欠席のお詫び。
ているとか。わが大阪回生病院のベット稼働ももっと上げた
いものです。ご協力をよろしく。ありがとうございました。
本日の合計
今年度累計

■幹事報告

■災害復興Ｐ基金報告

１０月２８日

１，０００円

26,000 円
505,000 円

幹事 田中 宏

・前年度「春のライラ」の報告書がホストの大阪ユニバー
サルシティＲＣより届きました。回覧します。尚、前年度
青少年委員長の北野会員とロータアクト委員長の菅本
会員はメールボックスへ入れておきましたので、お持ち
帰り下さい。
・１１月１０日（火）の大輪ゴルフ会の組合せ等が届きまし
たので、参加される方のメールボックスへ入れておりま

「世界へのプレゼントになろう」
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新大阪ロータリークラブ
す。よく確認しておいて下さい。
・会費納入について・・・上期会費を分割納入された方
は、残金の１０万円を１０月３１日までにお振込みくださ
います様よろしくお願い致します。（すでにお支払頂い
た方もいらっしゃいます。）

卓

話

「新大阪ＲＣの歩み」
花原 昭弘 会員

・１１月の予定の確認・・・週報３ページもしくは裏表紙を
ご参照下さい。但し、１１月１１日と１８日は担当会員の
都合により、変更となります。
１１月０４日 村木会員担当
１１月１１日 大橋会員担当
→「新大阪ＲＣの約款について」に変更
１１月１８日 松本（圭）会員担当
→歩こう会報告に変更
１１月２５日 谷口会員担当

委

員

■親睦活動小委員会

会

報

告
植田 誠 委員長

◆ロータリー世界大会参加の件（家族旅行）
・日程５月２８日～６月１日
・１２月１５日までの登録で早期割引（自分で登録）
・他クラブの動向調査してから進める（日程、旅行会社な
ど）
◆１２月１２日家族会
・全員参加型=出し物協力お願いします。

「世界へのプレゼントになろう」
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新大阪 RC は、創立より 30 年が経過し、チャーターメンバ
ーも 5 名になってしまいました。設立経緯や、今日までの重
要な事柄を皆様で共有出来る様、取りまとめてみました。
1. 大阪北淀 RC の誕生
1984 年 10 月に東淀 RC15 周年記念事業の 1 つとして、
新クラブ設立が理事会で決定されました。ガバナー特別代
表に辻 秀哉氏が就任。以後、辻特別代表は、北淀 RC 誕
生後 1 年間、当クラブ例会に毎回出席され、指導をいただ
きました。
新クラブ設立には 2 つの方法があり、1 つは、スポンサー
クラブから数名のキーメンバーが移籍して運営に当たる。2
つ目は新会員のみですべて運営する方法で、北淀 RC は
後者でした。’85 年 2 月に新クラブキーメンバー7 名（吹田、
木原、北、西田、山本、平林、東）が決定。3 月 7 日に第一
回目の模擬例会がホテルコンソルトにおいて、入会予定者
26 名で行われ、以後、東淀 RC 例会見学 2 回、模擬例会 4
回、キーメンバーによる理事会 7 回が行われ、創立総会・
例会に臨みました。
‘85 年 5 月 8 日、東洋ホテルにて、大阪北淀 RC 創立総
会及び、第一回例会が開催され、第２６６地区６１番目のク
ラブとして誕生しました。出席者は、会員 33 名中 32 名（平
均年齢 49 歳）、ゲスト 8 名、ビジター55 名の合計 95 名でし
た。以後、チャーターナイト委員会 6 回、定例理事会以外
の臨時理事会 10 回の会合を重ねました。
‘85 年 11 月 13 日認証状伝達式が東洋ホテルで行われ、
会員 35 名+会員夫人、地区外 10 クラブ、地区内 55 クラブ
から合計 450 名の参加者で盛大に行われました。記念講
演は堺屋 太一氏で「1990 年代の世界から見た大阪」でし
た。
会員及び、夫人が早く互いを理解し、仲良くなる為、第 1
回家族会はホテルプラザのディナーショー、第 2 回目は有
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
馬古泉閣の 1 泊懇親会、第 3 回目は琵琶湖石山網定の船
あそびでした。
又、初期の卓話は、メンバーによる自己紹介を中心に行
われました。
2. 例会場の移転
当初、東淀 RC 栗山氏の紹介で、南方駅前にあるホテル
コンソルトで例会が行われました。4 年が経過し、会員も 47
名になり、例会場が手狭になってきた為、例会場移転検討
委員会を設け、近隣ホテルを調査しました。
‘90 年 3 月 14 日に臨時総会を開き、例会場変更につい
て討議され、’90 年 7 月より、新大阪ワシントンホテルを例
会場・事務局とする事が決議されました。
6 月 28 日に事務局がホテルコンソルトより、ワシントンホテ
ルへ移転しました。
3. クラブ名変更
‘01 年（宮崎会長時代）、北大阪に新クラブが誕生すると
いう噂が広がり、新大阪 RC という名称が使われるかもしれ
ない危機感が生まれました。
岡田会友（第 7 代会長）を委員長にクラブ名変更につい
て何度も討議されました。岡田委員長は全会員の賛成が
なければ変更できないと強い決意のもと、ねばり強く説得
に努め 1 年近くかけて、新大阪 RC 誕生にこぎつけました。
地区・近隣クラブ、特に大阪 RC には何度も足を運び、丁
寧に経緯を説明し、了解していただきました。
‘02 年 7 月より新大阪 RC が誕生しました。
※本日お配りしたのが記念すべき第一回会報のコピーで
す。
これは、大石会員の会社でプリンターを何台か継いで作成
していただいたものです。下段、木原幹事報告にバナーの
由来が書いてあります。

１０月２８日 例会の様子

■北野会員、マルチプルＰＨＦ+１
認証おめでとうございます！

★１１月のバースデーロータリアン

私の好きな言葉

⑧松本正会員

「悠々として 急げ」
１１月０７日
１１月１１日
１１月２９日
１１月２９日

松川会員
松本（正）会員
大橋会員
松尾会友

「世界へのプレゼントになろう」

作家、開高健の言葉、不思議な語感の言葉で
すが、学生時代、開高氏の本でこの言葉を知
った時から、その響きが好きになりました。事
にあたる時、人は慌てふためくのではなく、
悠々として、且つ性急に動く時は動くのだ。そ
んな意味ではないかと思います。「うーん、俺
の人生もこうあらねばならない」ということで、
これまで心は悠々と生きてきたつもりです。
が、悠々とし過ぎて、これから急いでも間に合
わんのではないか、と云う声もちらほらあり
ます。やれやれ。
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新大阪ロータリークラブ
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本日のメニュー
～洋食～

次週のプログラム

べジファースト 野菜の王様
『アルファルファ』のサラダ
鰤の炙りカルパッチョに摘み菜 バルサミコ風味
鱈と魚介 野菜たっぷりのコンソメ煮
スープ仕立て 紅花の香り

第 1434 回例会／2015 年 11 月 11 日
◆国歌斉唱
◆唱 歌

「君が代」
「里の秋」

◆卓

「新大阪ＲＣの約款について」
情報規定小委員会
松川 雅典 委員長

おいしいパン ゴマパンとフランスパン
デセール 自然栽培野菜のさつま芋
「紅アズマ」のスィートポテト

話

コーヒー

本日の中国語

１１月

私の好きな言葉
私は久富と言います。

我姓久富

原稿募集！
(ウオ

全会員の原稿を掲載する予定です。

シン

チュウ

フ)

私は久富義郎と言います。

事務局までメールで投稿して下さい。
会報小委員会

我叫久富義郎
(ウオ チャオ チュウフ

イーラン)

予定表

月
１１

日

曜日

予定

時間他
１２：００～指名委員会
１３：３０～定例理事会

４

水

第１４３３回 例会 「遺言について」 村木会員

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 「新大阪ＲＣの約款について」松川会員

１８

水

第１４３５回 例会 「琵琶湖一周歩こう会報告」久富会長

２１

土

ＩＭ第６組ロータリーデー「拉致問題から見える日本の姿」

２５

水

第１４３６回 例会 谷口会員担当

１３：３０～第３回戦略計画委員会

１３：００～ コングレコンベンションＣ
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

