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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 1438 回例会／2015 年 12 月 9 日
標

■唱

語
「Be a gift to the world」

谷口会員紹介卓話ゲスト
会 友

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

卓

■出席者報告
第 1437 回例会

歌 ｢ふるさと｣
兎追いし かの山
小鮒釣りし かの川
夢は今も めぐりて
忘れがたき ふるさと

会員数 31 名
出席数 24 名

谷口会員
太田会員
佐藤 麻衣子 様
松尾 寛 様

湯浅会員
2015 年 12 月 2 日
出席率 85.71％
欠席数 4 名

出席免除会員欠席数 3 名

第 1436 回例会（11/25）
メ－クアップ 3 名 修正出席率 89.66%
11/21 松川会員
11/21 安井会員

話
「自転車と旅」
中川 建司 会員

「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 1437 回例会報告 （12 月 2 日）
■司会進行
湯浅会員

11/21 山路会員
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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
2015.12.2

やはり生は雰囲気が違いますね。楽しい夕べでした。2 つ
のイベントで 3 クラブが結構近い存在になっております。今
後は会長エレクトが 3 クラブの連携担当係をしていただくこ
とを申し合わせました。仲間の輪が広がるのは楽しいです
ね。
皆さん毎日忙しくて、「心のゆとり」がないのでは。こんな
時代に、「心のゆとり」を持つ訓練になることを神戸新聞が
教えていました。エレベーターに乗って行先階以外のボタ
ンは押さないことを提唱していました。早く早くと「閉まる」ボ
タンを押してしまいがちです。これに耐えることを実践して
みてください。「心のゆとり」ができます。通勤の帰りも急が
ず、いつもと違う道を通ってみてください。今なら紅葉がき
れいかも。変わった店の発見があるかも。可能性は高
いです。駅員さんとコミュニケーションを図れるかも。とにか
く周りの見える世界が変わってくること請け合いです。騙さ
れたと思って少しやってみてください。
もっともっとゆったり生きましょう。ありがとうございました。

早いものでもう 12 月です。急に寒くなりましたが、インフ
ルなどにご用心ください。
さて、先週は忙しい会長職を実感し楽しみました。この職
も早くも、半分終わったかという感じです。
先週例会（水曜日）の後 11/26（木曜日）は睦輪会でした。 ■災害復興Ｐ基金報告
１２月２日 ２，０００円
ＩＭ6 組の会長幹事が集まる会を松川ガバナー補佐の指
示のもと、新大阪ＲＣがお世話をしております。リップサー
ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
ビスもあるのでしょうが、今年の会は、よい雰囲気でしゃべ
りやすいと好評です。今回は戦略計画委員会の現状とクラ
北野会員、久富会員、村角会員、安井会員
ブの活動状況を聴く会でした。あるクラブは 6 名の増員に
成功したそうです。「何を売りにどんな手を使っているので
本日の合計
4,000 円
すか」の質問に、「ロータリークラブに入って甲子園に行こ
今年度累計
89,000 円
う」と誘っているそうです。こんな話は初めてなので司会の
私からの質問に説明をしてくれました。地区予選があり全
国大会の決勝を甲子園でやるそうです。面白く・楽しい話
米
山
ボ ッ ク ス
ですが 1 クラブではチームを作れないので、3 つのクラブの
合同チームで参加しているそうです。レベルはさておき、
北野会員、久富会員、村角会員、安井会員、
甲子園で野球をすることに楽しみを見つけているようです。
山本会員
本当に楽しそうに語ってくれました。もう一つは、いつも訪
問して社会奉仕をしている整肢学院の生徒 50 人を「須磨
本日の合計
5,000 円
水族園」にイルカショー・魚を見せに連れて行ったそうです。
今年度累計
77,000 円
日頃ほとんど外に出たこともない子供たちです。バス 3 台、
トラック 1 台の大部隊で、ひとクラブでは無理なので 3 クラ
ブ合同のイベントにしたそうです。子供たちよりも世話した
ニ コ ニ コ 箱
報
告
ロータリアンたちが感動して涙ぐんでしまったそうです。
菅本会員
我々の増強、社会奉仕活動の大きな参考になりそうな話 ■SAA
でした。実施前にアナウンスをお願いしました。次回はど
稲田会員 月初。
んな話が、聴けるか楽しみです。
北野会員 村角さん、菅本さん、がんばって下さ
11/30（月曜日）大阪東淀ちゃやまちＲＣと大阪淀川ＲＣと
い。
の 3 クラブ合同の親睦会を「大阪東淀ちゃやまち」さんが
田中会員 東淀ちゃやまちＲＣ主催のオペラコン
企画してくれました。この「秋のオペラコンサート」に田中幹
サートへ行ってきました。やはり生ライ
事ご夫婦と山本さん・富田さんの 5 人で参加してきました。
「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
谷口会員

花原会員

久富会員
三島会員
村角会員
安井会員
山路会員
山本会員

ブは迫力があって良いものです。
前回、佐藤麻衣子さんの講演会に、
大勢ご入会いただき有難うございまし
た。
哲学の道ハイキング 夜の夕食会は
すごく盛り上がりました。いつも楽しい
時間をありがとうございます。
けっこう行事が多くて、忙しく楽しい会
長生活です。
今年も、師走に入りました。もうひと頑
張り、風邪をひかないように。
風邪がはやっています。体調には充
分気をつけて下さい。
前回欠席のお詫び。
前回欠席のお詫び。
今年も早や 12 月。皆様御家族お元
気で佳き年を迎えられますよう！
本日の合計
今年度累計

39,000 円
632,000 円

■幹事報告

幹事 田中 宏

・会員名簿をお配りしました。個人情報につき、取扱い
に御注意をお願いします。
・１２月の予定表も配布しておきました。後程メールでも
送信します。
・１２月４日、５日の２０１５年度地区大会に参加される方、
当日、名札、お弁当券を忘れずにご持参下さい。大阪
国際会議場にて１０時１５分開場、１１時よりコンサート
が開演します。午後からの本会議は１７時３０分終了予
定です。
・ＲＩ（国際ロータリー）より皆様の個人メールにアンケート
等が届く場合がありますが、その時は差出人を確認
し、「rotary.org」からのメールのみ信頼して下さい。差
出人がそれ以外の場合は、絶対に開いたり、クリックし
たりしないようにお気をつけ下さい。
・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 ９日 中川会員担当
１２月１６日 片岡会員担当 （ヨガ関連卓話） 年内最終
１２月２３日 例会休会（天皇誕生日）
１２月３０日 例会休会(年末) 年始例会は１月６日

委

員

■ローターアクト小委員会

会

報

ー「グロリエット北新地」で行いました。
大阪淀川ＲＣから 10 名、ＲＡＣから 7 名が参加しました。
30 周年をしての苦労や 良かったこと、反省、今後 35 周年
までの日々の活動の意気込みを皆で話し合い、また日頃
お会いすることがないロータリアンとの交流等で大変盛り
上がりました。
大阪淀川ＲＣのみなさんより、新大阪ＲＣ久富会長はじめ
会員の方たちはＲＡＣに理解をしていただき感謝していま
す。新大阪さんはいつも大変元気があって活発でうらやま
しい。今後とも仲良くさせていただきたいです、とのコメント
をいただきました。
どのクラブからも羨ましがられる新大阪ＲＣになれたらいい
なと思いますので今後ともＲＡＣの行事にはご協力を宜しく
お願い致します。

年次総会
日時 12 月２日（水） １３時００分～
場所 新大阪ワシントンホテルプラザ２階
議案 ２０１６～２０１７年度の理事選任の件
定款改定の件
理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事

（会長）
（会長エレクト）
（直前会長）
（副会長兼クラブ運営）
（職業奉仕委員長）
（社会奉仕委員長）
（青少年奉仕委員長）
（国際奉仕委員長）
（財務委員長）
（親睦委員長）
（幹事）
（副幹事）

村角
北野
久富
遠藤
松川
片岡
大石
松本
谷口
花原
菅本
三島

末義
克美
義郎
義彦
雅典
重裕
博雄
正
光夫
昭弘
泰年
和雄

会員総数３１名のうち出席者数２４名、定足数を満たして
いることを田中幹事が確認、議長に久富会長が選任され、
会長より次年度理事候補者が紹介されました。賛成多数
で可決され、次年度理事が決定致しました。引き続き、定
款改定の件についても賛成多数にて可決されました。

告

菅本 泰年 委員長

11/28（土）に大阪淀川ＲＡＣ30 周年記念式典のお疲れ様
会に参加させていただきました。
場所は、大阪淀川ＲＣ会員の方が経営されているワインバ
「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
親睦委員会より

次週のプログラム

家族親睦旅行のお知らせ
日程：２０１６年２月６日（土）～７日（日）
行先：北陸 片山津温泉

第 1439 回例会／2015 年 12 月 16 日

皆様奮ってご参加ください！！
詳細は後日お知らせします。

◆国歌斉唱
◆唱 歌

「君が代」
「ふるさと」

◆卓 話
「ヨガって凄い！呼吸と身体を調えて、リフレシュ」
岡本 麻里 様
（片岡会員担当）

本日のメニュー
～和風御膳～
べジファースト 八菜の炊き合わせ
鮪と鯛のカルパッチョサラダ仕立て
とび魚の卵 わさび風味
柚子豆富に生海胆
あんこうの揚げ物 鶏そぼろあん
七福米で炊いた御寿司 七福神スタイル

本日の中国語

かごめ昆布 蛤の御吸物

１２月

これは何ですか？

這是什麼?

（チェ シー シェンマ？）

デザート 洋ナシのプレート
コンポートにソルベ添え
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

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 「ヨガって凄い！～」 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

３０

水

例会休会 （年末休会）

新年互礼会は１月６日

事務局休業 12/28～1/4
イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower 他
ttp://b-cures.net/他

「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
・（C）ikoi
・Miho´s house 他
風と樹と空とフリー素材 http://kaze-sora.com/他

