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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 1436 回例会／2015 年 11 月 25 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

歌

■来賓紹介

「世界へのプレゼントになろう」

唱

第 1435 回例会報告 （11 月 18 日）
■司会進行
吉田会員

大阪淀川ＲＣ
大阪淀川ＲＣ
大阪淀川ＲＡＣ

太田会員
太田会員
西崎 克由 様
末松 大幸 様
藤井 遼介 様

｢里の秋｣
■出席者報告
第 1435 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

会員数 31 名
出席数 24 名

吉田会員
2015 年 11 月 18 日
出席率 82.76％
欠席数 5 名

出席免除会員欠席数 2 名

卓

話
「ピョンチャンオリンピックを目指して」
佐藤 麻衣子 様
（谷口会員担当）

「世界へのプレゼントになろう」
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第 1434 回例会（11/11）
メ－クアップ 1 名 修正出席率 90.00%
11/08 花原会員

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
2015.11.18

ータリークラブの 6 つの重点分野の 2 つです。地道な努力
を続けていくことが世界平和につながります。頑張りましょ
う。ありがとうございました。
■災害復興Ｐ基金報告

１１月１８日

１，０００円

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
北野会員、山本会員
本日の合計
今年度累計

米

山

2,000 円
84,000 円

ボ

ッ

ク

ス

大阪淀川ＲＣ 西崎様、末松様、大阪淀川ＲＡＣ 藤井様

北野会員、山本会員
秋の良い季節になりました。でも雨の多い秋です。インフ
ルエンザもはやり始めました。自己管理を怠らないようにい
たしましょう。
今日は、大阪淀川ＲＣより西崎さんと末松さん、淀川ラッ
クから藤井さんがお見えになっておられます。ご挨拶を頂
戴します（去る 11/3 に挙行された大阪淀川ローターアクト
30 周年記念式典に我々が参加させていただいたことに対
し、丁重なお礼の言葉をいただきました。）
かねてよりご案内しています、来年 5 月のソウルでの国際
ロータリー世界大会の旅行社の見積もりが届いています。
この大会後、日本からアジアなど近いところで開催される、
世界大会はありません。この機会に世界大会の雰囲気を
体験するよい機会だと思いますので、参加をお勧めいたし
ます。改めて出欠をとりますのでよろしくお願いします。「韓
国で世界とつながろう」というメッセージが届いていますの
で供覧いたします。
世の中また血なまぐさい事件が、11 月 13 日金曜日にパ
リで起きました。テロ行為です。米・露・仏共同して「イスラ
ム国」を攻撃する報復を決めたようです。世界はいつも戦
争が堪えません。力でねじ伏せることが根源的な解決にな
るとは思いませんが、今はこれしか方法はなさそうです。
2020 年の東京オリンピックのテロ対策どのような形になる
のでしょうか？今から心配です。
昔から争いは絶えなくて、その解消方法の一つとしてス
ポーツが考えられたようです。これがかなり機能してるよう
ですが万全ではありません。
根本的な解決法は、貧困の改善（経済と地域社会の発
展）と教育（基本的教育と識字率の向上）だと思います。ロ
「世界へのプレゼントになろう」
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本日の合計
今年度累計

ニ コ ニ コ 箱
■SAA

2,000 円
71,000 円

報

告
松川会員

大阪淀川ＲＣ 西崎 克由 様
大阪淀川ＲＡＣ創立３０周年式典で
は、大変お世話になりありがとうご
ざいました。今後もＲＡＣのご支援を
お願いいたします。
大阪淀川ＲＣ 末松 大幸 様
大阪淀川ＲＡＣ創立３０周年記念式
典では、大変お世話になりました。こ
れからも、よろしくお願いします。
北野会員 ２年越しの関西電力との電柱撤去の
交渉が、解決しました。
山本会員 今年も残り少ない月日となりました。
あと平穏無事でありますように。
本日の合計
今年度累計
■幹事報告

18,000 円
569,000 円
幹事 田中 宏

・今週末１１月２１日（土）、大阪天満橋ＲＣ主幹「ロータリ
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
ーデー」が開催されます。先週もお伝えしましたが、当
日お間違いのないようご出席をお願いします。

この会基本的には一日 20ｋｍ前後の距離を歩く。昼食に
飲酒可。夕方には汗を銭湯で流す。慰労会をして解散。
計画は極めてルーズですが、温泉、飲食店は北野さん松
・１２月５日は大阪国際会議場にて２０１５年度地区大会 本正さんが計画してくれます。
が開催されます。今回は参加申込をされた方のみ名札 「琵琶湖一周」の概略を述べます。2014.5.18 にＪＲ石山駅
が届いておりますので、案内文書と共にメールボックス から始めて、湖西を歩きました。坂本から比叡山延暦寺も
へ入れておきました。また、お弁当を注文された方は、 参拝して、八瀬に降りて大原に一泊。鯖街道を歩いて途中
名札の裏側に入れさせて頂きましたので、必ずなくさな 峠を越えて堅田着。あとは湖西を新旭に 10.4 に到着。
いように御注意下さい。名札、お弁当引換券共に当日 12.14 は雪のために湖西をあきらめて大津駅から近江大橋
お持ちでないと対応していただけませんので、くれぐれ を渡って、湖東を歩き始めました。回を重ねて野洲・近江
もお忘れなき様お願いします。案内文書をよく読んで 八幡（近江商人の街並み）・安土城址・彦根城・長浜・賤ヶ
おいてください。
岳などを経て近江塩津に 2015.10.11 に到着しました。結果
11 回歩く会を開催して、踏破距離はＪＲ路線で計算すると
・今年度の会員名簿と年賀状用名簿を回覧しますので、 136ｋｍになります。歩いた距離は 200ｋｍを越えそうです。
必ずご確認をお願いします。赤ペンでチェックを入れて 一周には湖西線の新旭から近江塩津（28ｋｍ）を残すのみ
下 さい。また喪 中 の方 は記 入 欄 に○印 を付 けて下 さ となりました。あと 2 回で終了です。このうちの一回は鴨鍋
い。
を計画してくれています。またアナウンスさせていただきま
すので、奮ってご参加ください。
・日本ライトハウスとＪＯＣＳより会報誌が届きましたので回
覧します。
・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。
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（ヨガ関連卓話）

委

員

■災害復興Ｐチーム

会 話報
卓

告

中川 建司 委員長

「琵琶湖一周歩こう会 報告」
久富 義郎 会長

■第５回ジャンケン大会の勝者は・・・村木会員です！

貴重な時間を頂戴して、「歩こう会」の活動を報告させてい
ただきます。
琵琶湖・お伊勢参り・金毘羅参り・和歌山を経て、今は「琵
琶湖一周」に挑戦中です。
「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
本日のメニュー
～和風御膳～

私の好きな言葉

ベジファースト
果物感覚な【桃蕪】のサラダ

⑪村角会員

・全ては良くなる。
・困ったことは起こらない。
・有難う、お陰さま。
・おん、にこにこ腹立てまいぞ。

お刺身２種盛り 鮪・烏賊 あしらい一式
鯛の蒸し物に帆立貝柱 磯野香り青のりソース
和牛ロース肉の網焼き クリスマス島の塩で
蟹と生姜の炊き込みご飯と香物
とお味噌汁
デザート 秋のフルーツ いろいろ
珈琲

この４つの言葉は、禅宗の信者さんが書
かれた小冊子より引用したものです。
胃潰瘍のため入院している際に何度も
何度も読み返しました。今でも、毎朝起
きてすぐに窓を開け、正座して、瞑想しな
がら唱えます。
そうすると、今日も一日頑張ろうという元
気が出てきます。

次週のプログラム

本日の中国語
第 1437 回例会／2015 年 12 月 2 日
◆国歌斉唱
◆唱 歌

◆卓

Ａ：どちらさまですか？
您貴姓?
（ニン クイ シン？）
Ｂ：田中と申します。
我姓「田中」
（ウオ シン ティエン ジョン。）

「君が代」
「四つのテスト」

話

１１月

Ａ：お名前は何ですか？
你叫什麼名字?
（ニイ ジャオ シェンマ

年次総会

ミンツ？）

Ｂ：田中宏と言います。
我叫「田中宏」
（ウオ ジャオ ティエン
ジョン

ホン。
）

予定表
月
１１
１２

日

曜日

予定

時間他

２５

水

第１４３６回 例会 「ピョンチャンオリンピックを目指して」

１２：００～歴代会長会

２９

日

第４９回健康家族の会「嵐山(紅葉)大文字～哲学の道」

集合時間等未定

２

水

第１４３７回 例会 年次総会

１３：３０～定例理事会

９

水

第１４３６回 例会 中川会員担当

１３：３０～委員長会議

１２

土

新大阪ＲＣ２０１５年度家族会 於ワシントンホテルプラザ

１８：３０～受付 １９：００開宴

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

