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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

Ｎｏ．1435

Date 2015.11.18

http://www.shin-osakarc.jp

＊＊＊ 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 1435 回例会／2015 年 11 月 18 日
標

■唱

語
「Be a gift to the world」

歌

■来賓紹介

「世界へのプレゼントになろう」

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

大阪北梅田ＲＣ

イ ベ ン ト 第５回 ジャンケン大会
唱
歌 ｢里の秋｣

■出席者報告
第 1434 回例会

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

第 1434 回例会報告 （11 月 11 日）
■司会進行
吉田会員

話

会員数 31 名
出席数 26 名

太田会員
鋳方会員
寺岡 龍彦 様

吉田会員
2015 年 11 月 11 日
出席率 89.66％
欠席数 4 名

出席免除会員欠席数 2 名

第 1433 回例会（10/4）
メ－クアップ 1 名 修正出席率 85.71%
11/08 松川会員

「琵琶湖一周歩こう会 報告」
久富 義郎 会長

「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
2015.11.4

■災害復興Ｐ基金報告

１１月１１日

１，０００円

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
谷口会員、三島会員、村角会員、安井会員、
山本会員
本日の合計
今年度累計

米
お休みの日に、稲田さんから富田さんに「川内先生の訃
報」が飛び込んで月曜日にあわただしくご連絡させていた
だきました。お通夜、告別式にもたくさんの会員が参列さ
れ先生とのお別れをされました。ちょうど一年ほど前の話
です。例会に出てこられなくなった先生のお宅に、お見舞
いと称して富田さんと寄せてもらったことがあります。幹事
報告として皆さんにもお伝えしましたが、この時は先生ご
気分がよかったみたいで、私の「どこでいつも絵を描いて
いるのですか」の問いに 3 階だったか４階だったか定かで
はありませんが、急な階段を上ってのアトリエを案内しいた
だき、たくさんの絵を見せていただきました。３０分ほどお
邪魔して帰るときには、先生は外まで送ってきてくれました
ので、記念にご一緒に写真撮影をしました。お話しできる
先生にお会いしたのはこれが最後になりました。そのあと
脳出血で入院された報が入り、病院にお見舞いに伺いま
したがもうお話はできませんでした。医師会の勉強会でお
会いしたり、晩年まで学問されていたようです。お世話にな
りありがとうございました。ご冥福をお祈りいたします。
話変わって、昨日は大輪会ゴルフ（茨木 CC）に８名で参
加して秋の一日を楽しんできました。高いゴルフをしてきま
した。奥ゆかしくも、表彰式では一度も「新大阪ロータリー
クラブ」の名前は呼ばれることはありませんでした。次回は、
クラブ内での予選を通過した精鋭を選手として送り出す案
も懇親会で出ていましたが、どうなるでしょう。お世話して
いただいた「大阪北ロータリー」の皆さんは大変なご苦労
であったことでしょう。ゴルフ好きがお世話だけでは、私に
は耐えられないところです。幸いにも私どもに当番が回っ
てくるのは 8０年ほどかかりそうです。ところでこのイベント
の決算報告はあるのでしょうか？
悲しいこと楽しいこといろいろあります。元気な時にたくさ
ん楽しいことをして汗を流しましょう。ありがとうございまし
た。
「世界へのプレゼントになろう」
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山

5,000 円
82,000 円

ボ

ッ

ク

ス

谷口会員、村角会員、安井会員、山本会員
本日の合計
今年度累計

ニ コ ニ コ 箱
■SAA

4,000 円
69,000 円

報

告
松川会員

遠藤会員
田中会員

川内先生の御冥福を祈ります。
健康家族の会では、錨山、市章山の
ふもとまで連れて行って頂き、印象に
残りました。ありがとうございました。
谷口会員 寒くなりましたね。風邪を引かれませ
んように！
松本（正）会員
先週例会をさぼって生まれ
て初めてゴルフコースに出ました。１８
６でした。もう少し精進します。
村角会員 川内会員のご冥福をお祈りして。
山本会員 川内さんを偲んで。
吉田会員 川内先生やすらかに。
本日の合計
今年度累計
■幹事報告

25,000 円
569,000 円
幹事 田中 宏

・川内会員のご冥福をお祈りします。
・昨日大輪ゴルフ会に参加された皆様、大変お疲れ様
でした。
・先週４日に行われました定例理事会議事録をメールボ
ックスへ配布しておきました。ご確認下さい。
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
・１１月２１日（土）開催の大阪天満橋ＲＣ主幹「ロータリー
デー」の日程が迫って参りました。登録申込をされた方
へ、念のため名簿とパンフレットのコピーを配布しておき
ました。当 日お間 違いのないようご出 席 をお願いしま
す。
・本日例会終了後、戦略計画委員会を談話室にて行い
ます。委員の皆様よろしくお願いします。
・今後の予定の確認・・・週報３ページもしくは裏表紙を
ご覧下さい。
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
１２月 ２日 年次総会
１２月 ９日 中川会員担当
１２月１６日 片岡会員担当
前年度幹事より
・前年度理事会を次週１８日例会前１２時より談話室に
て行います。前年度理事の皆様、ご出席をよろしくお願
い致します。

委

員

会

■災害復興Ｐチーム

報

告

中川 建司 委員長

今年も福島のリンゴの案内をさせていただきました。皆さん
是非申込み下さい。

卓

話

「新大阪ＲＣの定款について」
情報規定小委員会
松川 雅典 委員長

たいと思います。以下にどの点が変更になったかを説明し
ます。
１、 名称が「北淀ロータリークラブ」から「新大阪ロータリ
ークラブ」になります。
２、 「区域限界」が「クラブの所在地」になります。すなわ
ち元々会員の職場あるいは住所が区域限界内か隣
接する区内にあることが必要だったという制限がなく
なりました。
３、 新定款では５大奉仕部門を明記しました。
４、 会員の種類が「正会員」「シニア・アクティヴ会員」
「パスト・サービス会員」の３種類から「正会員」と「名
誉会員」の２種類となりました。
５、 会員の資格条件が、①経営者・専門職 ②裁量の
ある管理職（支店長を含む）は同じですが、③退職
者 ④地域社会奉仕者 ⑤ロータリー財団学友 ⑥
専業主婦 にまで拡大されました。
６、 職業分類ごとの正会員の人数ですが、従来は１名
限りだったのが、５名まで許容され、会員が５１名以
上いるクラブでは１０％未満の人数まで許されること
になりました。
７、 メークアップ（ＭＵ）の期間が例会の前後１週間から
前後２週間の間であれば可能と言うことになりまし
た。
８、 例会出席とみなされるためには例会の時間のすくな
くとも６０％以上の時間留まっている必要あることは
同じです。
９、 会員身分の終結 従来は連続４回欠席、半期での
出席率（ＭＵを含む）が６０％未満、半期のホームク
ラブ出席率が３０％未満であれば自動的に会員身
分を喪失していましたが、半期において４回連続欠
席、もしくは５０％に達しないか、ホームクラブへの出
席率が３０％未満であれば理事会の判断で身分を
終結させることができると緩和されました。
１０、 出席免除 従来「シニア・アクティヴ」会員はロータリ
ー歴２０年以上かつ６５歳以上の場合、ロータリー歴
１５年以上かつ７０歳以上の場合出席免除を受ける
ことが出来ましたが、それがロータリー歴と年齢の合
計が８５以上であれば出席免除を受けることができる
ようになりました。
１１、 政治問題 ロータリークラブが政治問題・国際問題
について討議したり見解を発表したりしてはならない
こと、選挙においてどの候補者の応援もしてはなら
ないことは変わりありません。

新大阪ロータリークラブの定款は、昭和６０年５月８日の創
立時の定款が今日まで１回の改正もされず放置された儘
になっています。そこでこの１２月の総会にて全面改正をし
「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）～

私の好きな言葉

⑩村木会員

「楽に生きる」
人生を難しく考えることは、宗教家にま
かせましょう。
人生を「楽に生きる」術は、無数にある
かも。正に、人それぞれ。
但し、「ずる」して生きるということでは
ありませんぞ！

次週のプログラム

本日の中国語
第 1436 回例会／2015 年 11 月 25 日
◆国歌斉唱
◆唱 歌

１１月

私は久富と言います。

「君が代」
「里の秋」

(ウオ

シン

我姓久富
チュウ

フ)

私は久富義郎と言います。
◆卓

話

我叫久富義郎

谷口会員担当

(ウオ チャオ チュウフ

イーラン)

予定表
月
１１

１２

日

曜日

予定

時間他

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)」

２

水

第１４３７回 例会 年次総会

集合時間等未定
１３：３０～定例理事会
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」

－4－

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

