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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 1437 回例会／2015 年 12 月 2 日
標

■唱

語
「Be a gift to the world」

谷口会員担当卓話ゲスト
会 友

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

唱

｢四つのテスト｣

歌

歌

■来賓紹介

「世界へのプレゼントになろう」

国歌斉唱

第 1436 回例会報告 （11 月 25 日）
■司会進行
吉田会員

■出席者報告
第 1436 回例会
会員数 31 名
出席数 23 名

太田会員
太田会員
佐藤 麻衣子 様
松尾 寛 様

吉田会員
2015 年 11 月 25 日
出席率 82.14％
欠席数 5 名

出席免除会員欠席数 3 名

卓

第 1435 回例会（11/18）
メ－クアップ 2 名 修正出席率 89.66%
11/08 田中会員
11/11 安井会員

話
「年次総会」

「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
2015.11.25

■災害復興Ｐ基金報告

１１月２５日

１，０００円

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
山本会員
本日の合計
今年度累計

米

山

1,000 円
85,000 円

ボ

ッ

ク

ス

山本会員

今日のお客様は、プロスキーヤーの佐藤麻衣子さんです。
後ほど卓話もよろしくお願いします。もう一方会友の松尾さ
んです。年末の家族会に向けて精力的に準備を進めてい
ただいているようで、ありがとうございます。当日を楽しみに
しております。
松本圭右会員からお手紙をいただきました。ご家族の療
養介護のため、年内は欠席されるということです。ご家族
の平癒を皆様とともに祈りましょう。
先週土曜日（11/21）はＩＭ６組のロータリーデーでした。
大阪天満橋ロータリークラブのお世話で開催されました。
わがクラブからも１０人を超えて参加しました。「拉致問題
から見える日本の姿」というテーマの大会で、「拉致問題と
国家の役割」という基調講演を参議院議員・次世代の党代
表の中山恭子さんが熱く語られました。国民を何としても
守るのが、国家の役目で、外務省の「事件の起きた地の国
に任す」というやり方では問題は解決しないし国民は守れ
ないと力説されました。事件が起きてから３０年を超えてい
るが解決できないのは、国交正常化を先にしようとしている
やり方に問題があると指摘されました。まずこの拉致問題
を解決しない限り国交などありえないと指摘されました。ま
た、予備役ブルーリボンの会代表・拓殖大学教授の荒木
和弘さんは自衛隊に拉致被害者救出の交渉させるべきと
過激に訴えられました。中山さんは「我々は何をすればよ
いのか？」との出席者の問いに「この問題に関心を持って
ください」と訴えられました。私は不勉強で知らないことだら
けでした。今後このような記事にも関心を持ち人にも話して
いこうと思いました。
本当に紛争のない、世界平和はまだまだ夢でしょうがそ
れに向かって邁進しましょう。
ありがとうございました。
「世界へのプレゼントになろう」

－2－

本日の合計
今年度累計

ニ コ ニ コ 箱
■SAA
大石会員
片岡会員
田中会員
村木会員
山本会員

報

告
鋳方会員

人生楽しくやりましょう！
植田様、日曜日は大変お世話になり
ました。
先回例会欠席のお詫び。
寒くなりました。風邪に注意！(１１月
１８日ジャンケン大会優勝のニコニコ)
本日都合により早退いたします。
本日の合計
今年度累計

■幹事報告

1,000 円
72,000 円

24,000 円
593,000 円
幹事 田中 宏

・１１月２１日 （土）、大阪天 満橋 ＲＣ主 幹「ロータリーデ
ー」にご出席の皆様、大変お疲れ様でした。
・１１月３０日（月）大阪東淀ちゃやまちＲＣ主催の「オペラ
コンサート」にご出席の方へ再度案内文書を入れてお
きました。キャンセルや連絡先については確認しておい
てください。
・次週１２月２日は年次総会です。すでに理事候補者名
と定款（案）を皆様へメール送信又はファックスにてお
届けしております。経費削減の為、当日は配布しませ
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
んので、事前に良く読んでおいて下さるようお願いしま
す。
・１２月４日、５日の２０１５年度地区大会参加される方へ
最終案内が届きましたので、メールボックスへ入れてお
きました。必ずお目通し下さい。
・今年度の会員名簿と年賀状用名簿のチェックをまださ
れていない方は、ご確認 をお願いします。事務局まで
お申し出ください。
・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
１２月 ９日
１２月１６日
１２月２３日
１２月３０日

委

年次総会
中川会員担当
片岡会員担当 （ヨガ関連卓話） 年内最終
例会休会（天皇誕生日）
例会休会(年末) 年始例会は１月６日

員

会

報

■災害復興Ｐチーム

告

2018 年平昌オリンピックに向けて活動中です。
応援よろしくお願いします！
主な大会成績
FIS WORLD CUP ランキング
2013 シーズン 25 位
2012 シーズン 30 位
2009 シーズン 25 位
●2013 FIS World Cup Cardrona 19 位
●2013 FIS World Cup SPA SierraNevada 22 位
RUS Sochi 22 位
USA Park city 31 位
USA Copper 34 位
USA NAC Copper 15 位
NZ Cardrona 15 位
●2012FIS WC USAMAMMOTH 18 位
●2011FIS WC FRANCE 9 位
●2009FIS WC USA 19 位
●2008FIS WC 福島 11 位
●2007FIS World Cup APEX HP 12 位
北海道選手権大会 HP 優勝
Nippon FreeskiOpen HP 12 位

中川 建司 委員長

昨日福島のリンゴが届きました。今年も変わらずおいしいリ
ンゴです。今年は収穫量が少ないということですのでご希
望のかたは早めに申し込んで下さい。

卓

話

本日は谷口会員の紹介で、フリースタイルスキー ハー
フパイプ日本代表のプロスキーヤー、佐藤 麻衣子さんに
お越しいただきました。現在、２０１８年開催の「平昌オリン
ピック」出場を目指しトレーニングに励んでおられます。
日本でまだメジャーでない競技ということで、練習場所も
国内には数カ所しかなく、海外合宿や遠征に多額の費用
を自己負担しなければならない現状だそうです。
会員の皆様、ぜひ後援会に入会し彼女の活動を応援し
て下さい。
（会報小委員会 Ｔ）

「ピョンチャンオリンピックを目指して」
佐藤 麻衣子 様

フリースタイルスキー ハーフパイプ佐藤麻衣子です。
国内、海外大会日本代表で参戦しています。
「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
がどろどろの為、パンダチームに電話を入れ、スリッパを用
意していただきました（ロフトまで買いに行っていただいた
そうです）。
第４８回 健康家族の会
12 時にビーナスブリッジに到着。タクシーで上って来たパ
ンダチーム(6 人)と合流。思いを込めた、たくさんの錠には、
それぞれ愛のメッセージが書いてありました。
「再度山より市章山・錨山・ジャンカルド」
「ジャンカルド」入口でスリッパに履き替え店内へ。雨も上
と わ
がり、大きな窓越しには、
＝ビーナスに 永久 を誓う 愛の鍵＝
神戸市街が一望でき、皆、感嘆の声が上がっていました。
ここは神戸のデートスポットで、週末の夜ともなれば、若い
カップルで一杯になるそうです。
さっそくビールで乾杯し、食事が始まりました。今回、女
性は、男性よりランクアップした肉も魚も盛りだくさんの料理
で、おいしく楽しく話もはずみました。男性は、ビールだけ
9 時に阪急 三宮駅に 8 人が集合。あいにくの雨の為、バス でしたが女性は大石さんに選んでいただいた高級シャン
で再度山に行くのを変更し、堂徳山(337m)を目指して、徒 パンとワインでグラスも進み、ますます饒舌になりました。デ
歩で出発。
ザートが出る頃にはお腹も一杯で、三宮まで歩いて下りる
三宮から北に新神戸駅まで行き、小雨の中、傘をさしたり、 事になりました。
カッパを着たりしながら、
途中、神戸ならではのエキゾチックな店を一軒ずつ覗き
堂徳山に着きました。そこから下って錨山・市章山に寄りま ながら、ワイワイと阪急 三宮駅に着きました。とても夜ごは
したが、小雨にけむっていた為、市街地を一望する事は出 んまで入らないと解散し、家路に着きました。
来ませんでした。わざわざ自宅から持て来ていただいた田
中さんのビールで喉をうるおし、再度出発。雨道で登山靴

雨の市章山

ビーナスブリッジ

ジャンカルド

「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
ＭＥＭＯ

「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
☆１２月のバースデーロータリアン

次週のプログラム

１２月 ２日
１２月 ８日

松本（圭） 会員
加藤
会員

第 1438 回例会／2015 年 12 月 9 日
◆国歌斉唱
◆唱 歌

◆卓

「君が代」
「ふるさと」

話

「自転車と旅」
中川 建司 会員

本日のメニュー
～洋食～
べジファースト
冬大根のサラダいろいろ クリスマスバージョン
真鯛と北海帆立貝柱のカルパッチョ仕立て
じっくりと焼きあげた 骨付仔羊のロースト
ローズマリーの香り

本日の中国語

１２月

フランスパンと胡麻パン

これは何ですか？
メープルアイスとル・レクチェのデセール

這是什麼?

（チェ シー シェンマ？）

コーヒー

これはいくらですか？
（チェイガ

這個多少錢?

トゥオシャオ

チエン？）

予定表
月
１２

日

曜日

予定

時間他

２

水

第１４３７回 例会 年次総会

１３：３０～定例理事会

９

水

第１４３８回 例会 「自転車と旅」 中川会員

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

１６

水

第１４３９回 例会 ヨガ関連卓話 岡本 麻里 様 （片岡会員担当）

１３：３０～絵画クラブレッスン

２３

水

例会休会 天皇誕生日
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

