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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 1434 回例会／2015 年 11 月 11 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」
歌

大阪北梅田ＲＣ

｢里の秋｣

静かな 静かな 里の秋
お背戸に木の実の 落ちる夜は
ああ母さんと ただ二人
栗の実 煮てます いろりばた
卓

話
「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

「世界へのプレゼントになろう」

歌

■来賓紹介

「世界へのプレゼントになろう」

唱

第 1433 回例会報告 （11 月 4 日）
■司会進行
吉田会員
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■出席者報告
第 1433 回例会
会員数 32 名
出席数 23 名

鋳方会員
鋳方会員
寺岡 龍彦 様

吉田会員
2015 年 11 月 4 日
出席率 85.19％
欠席数 4 名

出席免除会員欠席数 5 名

第 1432 回例会（10/28）
メ－クアップ 3 名 修正出席率 90.00%
10/27 安井会員
11/08 三島会員
11/10 谷口会員

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
敬

「もっと汗を流そう」
川内

弔
「Let’s take action ourself」
忠脩 会員

２０１５年１１月８日逝去（享年８２歳）
新大阪 RC チャーターメンバーの一人で、創立以来３０年間ロータリーを生き甲斐とされ、奉仕
の精神を貫いてこられました。その功績を讃えると共に、安らかなるご永眠をお祈り申し上げます。
1996～97 年度 会長
ポールハリスフェロー
■会長の時間

会長

1986～ 理事・各委員長歴任
第２回米山功労者マルチプル

久富 義郎
2015.11.4

の人たちも放っておかず、手を貸してくれると地区のロータ
ーアクト委員会・副委員長の末松さんの言葉は印象的でし
た。全く同感です。
菅本さんが頑張ってくれているおかげで、こんな会に出席
する機会がありました。感謝しております。今後とも頑張っ
て支援していきましょう。
ありがとうございました。
「シェ シェ」
■災害復興Ｐ基金報告

１１月４日

１，０００円

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
「ニーハオ ウオ シン チュウ フ」
秋のほんとに気持ちのよい季節になってきました。秋を楽
しんでいますか？
私は昨日「文化の日」に、「淀川ローターアクト 30 周年記
念式典」に参加して、楽しい時間を過ごしてきました。田中
さんと生尾さん・菅本さん・山路さんの 5 名一緒にです。
2660 地区にある 19 のローターアクトクラブの皆さんが主に
参加され約 90 名の参加者でした。１８～３０歳までの若者
に入会資格があるとのことで、参加のロータリアン以外は
みんな若者です。このような若者の集いに参加するのは久
しぶりなのですが、この雰囲気はいいですね。活気と笑い
があります。一緒にいるだけで元気になります。こんな若い
時期を、リーダーシップの訓練と社会に奉仕する勉強をす
る環境に身を置くことができたら、人生変わってくるような
気がします。人はみんな、この時期の経験と環境で得たも
のを糧にして生きているように思います。自分を振り返って
みますと、幸いにも良き先輩、仲間に出会えた学生時代と
卒業して 5-6 年の仕事を覚えた時期ですが、今もこの時代
の財産を支えに楽しく生きております。
今後、若い世代に関わって彼らのパワーが社会に反映
できるようなお手伝いができたらと思います。我々ロートル
の役目は、世のため人のためになる人材の育成です。こ
れが一番の社会貢献でしょう。自分だけのためでなく、人
が喜んでくれる行為を一所懸命やっておれば、必ず周り
「世界へのプレゼントになろう」
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鋳方会員、北野会員、村木会員、山本会員
本日の合計
今年度累計

米

山

4,000 円
77,000 円

ボ

ッ

ク

ス

鋳方会員、北野会員、村木会員、山本会員
本日の合計
今年度累計

ニ コ ニ コ 箱
■SAA
鋳方会員

生尾会員

稲田会員

4,000 円
65,000 円

報

告
太田会員

１１月になり今年も残すところ少なくな
りました。今年中にやり残した事をキ
レイにやってしまいたいものです。
昨日淀川ローターアクト３０周年記念
式典に行ってきました。たいへん楽し
い１日でした。菅本会員ありがとう。
月初。

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
北野会員

久富会員

三島会員
村木会員
安井会員
山本会員

インフルエンザの予防注射を受けま
した。６５才以上は１，５００円、得した
様な・・・。ありがとうございました。
淀川ローターアクト３０周年記念式典
に出席してきました。若者が多いと雰
囲気が違います。楽しい時間を過ご
せました。参加者、名の気持ちです。
前回欠席のお詫び。
月初につき。
前回欠席のお詫び。
恙なく一ヶ月が過ぎました。
本日の合計
今年度累計

■幹事報告

卓

話

「遺言について」
村木 茂 会員

39,000 円
544,000 円
幹事 田中 宏

・１１月１０日（火）大輪ゴルフ会参加される方はよろしく
お願いします。
・今月の月間予定表を本日配布しておきました。すでに
メールで送信もしております。

本日は、民法が認めている遺言の種類について説明させ
ていただきます。

・本日配布しました「ロータリーの友」の横組み３０ページ １.自筆証書遺言
に「ＭＹ ＲＯＴＡＲＹ」の登録について記載されています。
遺言者だけで作成。もっとも簡単な遺言書。
登録がまだの方は、こちらを参照しながら、行ってくださ
費用もかからない。しかし、家庭裁判所で検認手続を
い。
受ける必要あり。
２．公正証書遺言
・今後の予定の確認・・・週報３ページもしくは裏表紙や
公証役場で公正証書として作成される遺言書。
月間予定表をご覧下さい。谷口会員１１月２５日は担当
作成には遺言者以外に二人の証人が必要。
となっておられますので、よろしくお願いします。
費用もかかる。
３．秘密証書遺言
１１月１１日 大橋会員担当
遺言者本人が作成し証人２人と一緒に公証役場へ行
→「新大阪ＲＣの約款について」に変更
き、遺言者の封印を行う。あまり利用されない。
１１月１８日 松本（圭）会員担当
私も一度も経験しておりません。
→歩こう会報告に変更
４．一般危急時遺言
１１月２５日 谷口会員担当
病気等で死期の迫った人が行う遺言。３人以上の証
１２月 ２日 年次総会
人の前で口授する。
１２月 ９日 中川会員担当
５．難船危急時遺言
１２月１６日 片岡会員担当
遭難した船舶に乗船中の人が、死期が迫った時に行
う遺言。二人以上の証人の前で口授する。
６．一般隔絶地遺言
伝染病などが原因で交通手段が遮断された場所に
委
員
会
報
告
いる人が行う遺言。警察官一人、証人一人以上の立
会が必要。
■親睦活動小委員会
植田 誠 委員長
７．船舶隔絶地遺言
船舶中の旅客や乗務員が行う遺言。船長又は乗務
・ホテルからの依頼 ～おせち料理～
員一人
・１２月１２日家族会の出欠表回覧
以上、証人二人以上が必要。
・ロータリー国際大会(ソウル) ５月２８日～５月３０日

「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～
べジファースト
幻のきのこ“博多すぎ茸としめじ、
みつ葉のおひたし”

私の好きな言葉

⑨菅本会員

「Taking care of business」略してＴＣＢ
お刺身２種盛り 鮪 鰤 あしらい一式
「やるべきことをきちんとする」 または「束の間
にさっさと処理をする」という意味です。

和牛ロース肉の網焼き
レモンマスタードソースと一緒に

米国黒人の俗語で ELVIS PRESLEY が好んで
使っていました。

ご飯・・・ビタミン・鉄分豊富なサプリ米
なめこ汁 と お漬物 白才漬け 赤カブ漬け
デザート さつまいもプリン

「今日もＴＣＢや！」と気合を入れて仕事、遊び
その他自分に与えられたこと、今だからできる
ことを積極的に一生懸命にさせてくれる言葉で
す。

珈琲

次週のプログラム

第 1435 回例会／2015 年 11 月 18 日
◆国歌斉唱
◆唱 歌

「君が代」
「里の秋」

◆イベント

第５回 ジャンケン大会

◆卓

本日の中国語

１１月

私は久富と言います。
(ウオ

シン

我姓久富
チュウ

フ)

私は久富義郎と言います。

話
「琵琶湖一周歩こう会」(鯖作戦)報告
久富 義郎 会長

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

１１

水

第１４３４回 例会 「新大阪ＲＣの約款について」松川会員

１３：３０～第３回戦略計画委員会

１８

水

第１４３５回 例会 「琵琶湖一周歩こう会報告」久富会長

１２：００～前年度理事会
１３：３０～絵画クラブレッスン

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」

１３：００～ コングレコンベンションＣ

２５

水

第１４３６回 例会 谷口会員担当

２９

日

第４９回健康家族の会「嵐山(紅葉)」

集合時間等未定
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

