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新大阪ロータリークラブ

創立 昭和 60 年 5 月 8 日
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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 1440 回例会／2016 年 1 月 6 日
～新年互礼会～
標

語
「Be a gift to the world」
「世界へのプレゼントになろう」

イベント

■唱

歌

■来賓紹介
本日の卓話ゲスト

会長方針
「Let’s take action ourself」
「もっと汗を流そう」
国歌斉唱
唱
歌

第 1439 回例会報告 （12 月 16 日）
■司会進行
湯浅会員

片岡会員ご令室

「君が代」
｢四つのテスト｣

■出席者報告
第 1439 回例会
会員数 32 名
出席数 24 名

「新春ジャンケン大会」

谷口会員
谷口会員
岡本 麻里 様
（片岡会員担当）
片岡 仁美 様

湯浅会員
2015 年 12 月 16 日
出席率 82.76％
欠席数 5 名

出席免除会員欠席数 3 名

卓

話
「会長エレクト挨拶」
村角 末義 会長エレクト

「世界へのプレゼントになろう」

－1－

第 1438 回例会（12/9）
メ－クアップ 4 名 修正出席率 89.29%
10/18 花原会員
10/18 村角会員
10/18 安井会員
10/21 山路会員
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
2015.12.16

なんとなく気ぜわしい年の瀬です。皆さんお元気です
か？
今日のお客様はヨガ講師の岡本麻里様です。卓話の時間
よろしくお願いします。大阪回生病院のヨガ教室でもお世
話になりありがとうございます。片岡さんの奥様も良くいらし
ていただきました。卓話のお手伝いの方もよろしくお願いし
ます。
さて先週の土曜日は家族会お疲れ様でした。親睦委員
長の植田さんは特にお疲れ様でした。素晴らしく楽しい会
に仕上げていただきましたことを感謝いたします。本当に
ありがとうございました。皆様も楽しんでいただけたと思い
ますが、誰にもまして私が楽しみました。
「五老丸」チームの「第九」素晴らしかったです。でも５人
では迫力に欠けますね。今度は全員で頑張りましょうか？
努力に対し感謝申し上げます。初めに会の雰囲気を作っ
ていただいたことが大きかったです。ありがとうございまし
た。
それにしても、松川さんのお孫さんのバイオリン演奏素晴
らしかったです。おじいちゃんの資金援助とお孫さんの今
後の研鑽、両方とも頑張ってください。プロの漫才師に負
けない我々の仲間のトーク素晴らしかったですね。４人とも
絶妙のトークでプロを圧倒するものでした。まだまだほかに
才能を見せていない会員がおられそうです。来年もやれ
ば面白い企画ではと思いました。本当に楽しい時間で、植
田さんが企画してくれていたすべてが消化できないほどの
時間の早さでした。
私は７月に会長にしていただいて、こんな具合で前半が
あっという間に過ぎました。残りの半年は惰性で走り続けら
れそうですが、引き続きご支援をよろしくお願いします。楽
しい新大阪ロータリークラブづくりにご協力ください。
今年の例会は今日で終了です。 今年１年大変お世話
になりました。
来年もよろしくお願いします。
皆さん良いお年をお迎えください。

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
生尾会員、片岡会員、三島会員、山本会員、
湯浅会員、吉田会員
本日の合計
今年度累計

米

１２月１６日

ニ コ ニ コ 箱
■SAA
生尾会員

稲田会員
遠藤会員

１，０００円

菅本会員

－2－

ッ

ク

本日の合計
今年度累計

太田会員
片岡会員

「世界へのプレゼントになろう」

ボ

ス

生尾会員、山本会員、吉田会員

大石会員
■災害復興Ｐ基金報告

山

10,000 円
103,000 円

6,000 円
88,000 円

報

告
菅本会員

植田委員長はじめ、親睦委員会の皆
様ありがとうございました。孫２人も大
喜びでした。
良いお年を、お迎え下さい。
今年もいろいろお世話になりました。
来年もよろしくお願いします。
今年一年間ありがとうございました。
皆様いいお年を！！
家族会ありがとうございました。
ヨガ講師岡本麻里先生をお迎えし
て。
一年間、皆様のお蔭で無事に過ごす
ことができました。来年も皆様健康で
楽しい一年を過ごしましょう。

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
田中会員

家族会では皆様お疲れ様でした。特
に親睦委員長ありがとうございまし
た。
植田委員長・親睦委員の皆様、楽し
い一時を有難うございました。五老丸
合唱団はいかがでしたか？
楽しい家族会ありがとうございます。
植田さんはじめ皆様お疲れ様でした。
来年も楽しいクラブ作りに努力しまし
ょう。
楽しい家族会ありがとうございました。
親睦委員会の皆様ご苦労様でした。
先日は、楽しい家族会ありがとうござ
いました。スタッフの皆様、ご苦労さま
でした。
今年最終例会として。
一年間大変お世話になりました。良
いお正月をお迎え下さい。

花原会員

久富会員

松川会員
山本会員

湯浅会員
吉田会員

本日の合計
今年度累計

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）

52,000 円
706,000 円

■幹事報告

幹事 田中 宏

・今年最終例会となりました。上期を無事に終えられます
のも、皆様のご協力をお蔭と感謝しております。来年は
１月６日が初例会「新年互礼会」です。そして、１３日は
横山会員の担当ですので、よろしくお願いします。良い
お年をお迎えください。

本日は片岡会員より皆様へのクリスマスプレゼントとして、
おなじみ岡本麻里先生のヨガ教室を企画していただきまし
た。３０分という短い時間の中、椅子に座ってできるヨガを
多数紹介していただき、片岡夫人にもアシスタントとして指
導に活躍して頂きました。身体が伸びたり、柔らかくなる実
感を得ることができ、リフレッシュできました。
（会報小委員会）
★１月のバースデーロータリアン

前年度幹事より
・２０１４～１５年度クラブ活動報告書が出来上がりました
ので、本日配布しておきました。後程生尾前会長より、
決算について説明して頂きます。
・１月の予定の確認・・・週報３ページもしくは裏表紙をご
参照下さい。

１月 ２日
１月２８日
１月３０日

湯浅会員
太田会員
横山会員

１月０６日 新年互礼会「会長エレクト挨拶」
１月１３日 横山会員担当
→田中会員担当に変更
１月２０日 菅本会員担当
１月２７日 クラブアッセンブリー「半期事業報告」

委

員

■親睦活動小委員会

会

報

告
植田 誠 委員長

「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

１２月１２日（土） 「新大阪ＲＣ家族会」②
於 ワシントンホテルプラザ

「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

投稿コーナー

菅本会員 より

2015/12/23
兵庫県芸術文化センターにて『東京キューバンボーイズ
VS アロージャズオーケストラ』を花原会員ご夫妻、村角会
員ご夫妻、菅本ファミリーで鑑賞しました。
グレン・ミラーとペレス・プラードの名曲や懐かしのヒット曲を
交互に演奏し、とても迫力がありました。
花原会員と奥様も大変ノリノリ！
演歌の大好きな村角会員と奥様も大変喜んでおりました。
毎年鑑賞している会友の菅本会員は昔からの大ファン。
色々と解説をしていただきました。
今年最後の締めくくりに相応しい音楽鑑賞でした。

「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
本日のメニュー
～和膳～
べジファースト
春キャベツと筍、菜の花 春の彩りサラダ

次週のプログラム

鰤のお刺身 あしらい一式
いくら醤油漬け
金目鯛の蒸し物 海老そぼろあんかけ

第 14４１回例会／2016 年 1 月 13 日

和牛ロース肉の網焼き ポン酢ソース

◆国歌斉唱
◆唱 歌

「君が代」
「手に手つないで」

◆卓

田中会員担当

七福米のちらし寿司
蛤の御吸物

話

デザート プラチナ🍓の食べ比べ
珈琲

親睦委員会より

本日の中国語

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

１月

(値段が)高いですね。
太貴了
（タイ クイ
少しまけて下さい。
（ピエンイー

ラ）

便宜一點
イーティエン）

皆様奮ってご参加ください！！
詳細は後日お知らせします。

本当に綺麗ですね。
你 真漂亮
（ニイ チェン ピアオ リアン）

予定表

月

日
１

２

曜日

予定

例会後予定他

６

水

第１４４０回 例会 新年互礼会 会長エレクト挨拶

１３：３０～定例理事会

１３

水

第１４４１回 例会 横山会員担当→田中会員担当に変更

１３：３０～戦略計画委員会

２０

水

第１４４２回 例会 菅本会員担当

１３：３０～絵画クラブレッスン

２７

水

第１４４３回 例会 Ｃアッセンブリー 半期事業報告

各委員会委員長はご準備お願いします。

３

水

第１４４４回 例会 生尾会員担当

１３：３０～定例理事会
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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・（C）ikoi
・Miho´s house 他
2015～16 年度
国際ロータリー会長
Ｋ．Ｒ．ラビンドラン
風と樹と空とフリー素材 http://kaze-sora.com/他
・ [素材大好き.com]http://www.sozaidaisuki.com 他

