週

報

新大阪ロータリークラブ

創立 昭和 60 年 5 月 8 日

http://www.shin-osakarc.jp
■ 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)
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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
第 1440 回例会報告 （1 月 6 日）
＜本日のプログラム＞
第 1441 回例会／2016 年 1 月 13 日
標

語
「Be a gift to the world」

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

卓

稲田会員

■唱

山路会員

歌

■来賓紹介

「世界へのプレゼントになろう」

唱

■司会進行

本日の卓話ゲスト
片岡会員ご令室

歌 ｢手に手つないで｣
手に手つないで つくる友の輪
輪に輪つないで つくる友垣
手に手 輪に輪
ひろがれ まわれ 一つ心に
おゝ ロータリアン
おゝ ロータリアン

■出席者報告
第 1440 回例会
会員数 31 名
出席数 26 名

谷口会員
岡本 麻里 様
（片岡会員担当）
片岡 仁美 様

稲田会員
2016 年 1 月 6 日
出席率 89.29％
欠席数 3 名

出席免除会員欠席数 3 名

第 1439 回例会（12/16）
メ－クアップ 1 名 修正出席率 90.00%
12/12 大橋会員

話
「インド旅行の土産話」
田中 宏 幹事

「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
2016.1.6

密にし、米山奨学生も 7 月からは受け入れて、若い人材が
「新大阪 RC の一員になりたい」集まってくる魅力あるクラブ
にしていきたいものです。努力の年にしたいと考えました。
みんなで頑張りましょう。ありがとうございました。
■災害復興Ｐ基金報告

１月６日

６，０００円

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
鋳方会員、片岡会員、北野会員、谷口会員、
久富会員、松川会員、松本（正）会員、
村角会員、安井会員、湯浅会員、吉田会員
久富会長と１月が誕生月の湯浅、横山、太田各会員

本日の合計
今年度累計

13,000 円
116,000 円

新年あけましておめでとうございます。
旧年中は大変お世話になりました。お陰様で、会長職も半
年を終えました。今年もご協力をよろしくお願いします。
米
山
ボ ッ ク ス
まずお詫びです、喪中のはがきを１２月初めに出したつ
もりが、新大阪 RC の会員の皆さんの住所録は別にあって
鋳方会員、北野会員、谷口会員、久富会員、
これが抜け落ちてしまいました。早々に年賀状をいただき
松川会員、松本（正）会員、村角会員、
ました皆様には失礼をしていることをお詫びしお礼を申し
安井会員、吉田会員
上げます。
辻本先生からのメールが届きました。次のような内容です。
本日の合計
10,000 円
「新大阪 RC と係わりのある、バングラデシュのチャンドラゴ
今年度累計
98,000 円
ーナキリスト教病院の院長のステファン・チョドリ院長が 12
月 23 日に急逝しました。46 歳です。過労死ではないかと
思われます。葬儀は 26 日にすでに行われました。創立
ニ コ ニ コ 箱
報
告
20・25 周年記念事業でベッドを寄贈して、25 周年の式典
大橋会員
の時に招待して贈呈式を行いました」皆さんにご報告し、 ■SAA
故人のご冥福をお祈りいたします。
今年の病院の年頭の挨拶では、若者の台頭を期待する
と述べました。組織には若者の力が必須です。自慢話で
すが、私共の病院のリハビリ部門には 30 名を超える、若い
セラピストがそろっています。リーダーは 39 歳の厳しい指
導をする人物です。厳しすぎて、後輩がどんどんやめてい
く時期が続き、経営陣からももう少し、緩めろとの助言も聞
かず、自分の理想とする医療を追及しております。この状
態を心配しておりましたが、昨年の忘年会で、彼の部下か
ら聞きました。「リーダーと心を同じくする 10 名の者が集え
鋳方会員 新年明けましておめでとうございます。
ました。『大阪回生病院ブランド』を追及していきます。これ
素晴らしい年になるように！頑張りま
が自分たちのモチベーションを挙げている」とのことでした。
しょう！今年もどうぞ宜しくお願い致し
安心をしました。まさに組織に必要なのは、このマインドと
ます。
若い力であることを教えられました。ほかの部署も人が集ま
稲田会員 あけまして、おめでとうございます。本
ってくる環境を作れと激励したところです。
年も宜しくお願い申します。今年で７
新大阪 RC も同様です。ローターアクトクラブとも連携を
「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
回目の当たり年です。
今年も宜しくお願い申し上げます。
新年のおよろこび申し上げます。
あけましておめでとうございます。早
退、理事会欠席のおわび。
北野会員 新年にあたり
谷口会員 明けましておめでとうございます。
花原会員 本年もよろしくお願い致します。
久富会員 おめでとうございます。本年もよろしく
お願いします。
松川会員 あけましておめでとうございます。今
年が皆様にとって良い年になります
様に。
松本（正）会員 本年もよろしくお願いいたします。
町会員
新年、明けましておめでとうございま
す。本年も宜しくお願い致します。
三島会員 今年も宜しくお願いします。
村木会員 温かいお正月ですね。今年も宜しく
お願いします。
村角会員 明けましておめでとうございます。本
年も宜しくお願い致します。
安井会員 明けましておめでとうございます。
山路会員 あけましておめでとうございます。本
年も昨年同様かわいがって下さいま
せ。
湯浅会員 年始にて。
吉田会員 新年のおよろこび申し上げます。
太田会員
大橋会員
片岡会員

本日の合計
今年度累計

・本日例会終了後、定例理事会を行いますので、理事
の皆様ご参集ください。
・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

会

■親睦活動小委員会

告
植田 誠 委員長

・２月６日～７日 家族旅行の確認
・３月１３日
スーパー歌舞伎Ⅱ のご案内

76,000 円
782,000 円

卓
■幹事報告

報

話

副幹事 菅本 泰年

・新年のご挨拶

「会長エレクト挨拶」
村角 末義 会長エレクト

・元米山奨学生の李政君の住所が変更になっておりま
したが、昨年配布した住所録に、旧住所のまま掲載し
ておりました。お詫び申し上げます。
新住所：〒174-0051 東京都板橋区小豆沢 4-19-15
B CITY APARTMENT TOKYO NORTH 702 号室
・昨年１１月１０日に行われました大輪ゴルフ会の会計報
告書が、ホスト大阪北ＲＣより届きましたので、参加会員
のメールボックスへ入れておきました。ご確認下さい。
・１月の予定表を配布しておきました。よろしくお願いしま
す。
・「ライフリバー通信」とＪＯＣＳの「みんなで生きる」を回覧
します。

「世界へのプレゼントになろう」
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新年明けましておめでとうございます。
今年の正月は暖かい上に天気も良かったので、快適な
日々を過ごされたものと思われます。私は、餅を食べ過ぎ
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
たのか少々身体が重く感じられますので、体重計には怖く
て乗っておりません。
さて、月日の経つのは早いもので、今年の７月から私と菅
本幹事の新年度が始まりますが、当クラブの運営に関する
方針等につきましては、具体的にはまだ何も決まっており
ません。
先ず最初に、各委員会の委員の編成を今月中にも決めた
いと思っております。昨年の１２月２日の年次総会において
理事１２名の選任を上程し、御承認を得ております。理事
は各委員会の委員長を兼務しますので、大半の委員会の
委員長は決定済みと考えております。
昨年度に発足した戦略計画委員会の決定で、次年度の副
委員長に選任された会員は、その次の年度の委員長にな
ることを予定しておりますので、私達の年度の翌年度の会
長及び幹事予定者の北野さんと三島さんにも参加して貰
ってご意見をお聞きした上で、副委員長を選任したいと考
えております。
来年度の理事を兼務しない委員長及び副委員長並びに
委員に指名された会員は、お願いした役を快くお引き受け
頂きたく存じます。安倍総理は１億総活躍をスローガンに
掲げていますが、我がクラブは３１名総活躍を実現したいと
思っております。今まで、各委員会の活動は委員長中心に
行われ、副委員長及び委員は余り積極的に参加しないよう
に見受けられましたが、委員会活動をより活発に、より充実
したものにするには、委員長・副委員長及び各委員が全員
一丸となって共に行動しなければなりません。
アクティブなロータリー活動が、より明るい、より楽しいロー
タリーライフを育み、それらがロータリーの掲げる各奉仕活
動の原動力となり、その輪が広がって会員の増強にも繋が
るものと確信しております。
会員皆様の一層のご協力をお願いして念頭のご挨拶とさ
せて頂きます。
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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第４９回 健康家族の会

「紅葉の大文字山～哲学の道」
＝哲学に 紅葉流れる 集い合い＝

午前 9 時に阪急河原町駅に 6 名が集合し、タクシーで南禅
寺へ。朝早い時刻でしたが、
紅葉のシーズンでもあり、多くの観光客が来られていまし
た。
最勝院にお参りしてから、南禅寺裏山に入り桜の記念植
樹の「桃花苑」を通り、同志社墓地にある、新島襄と八
重の墓にお参りしました。杉木立を下り熊野若王子神
社に着き、そこから哲学の道に沿って、12 時半にリーダー
が京都でご贔屓の「おめん銀閣寺本店」に到着しました。
ここで 5 名のパンダ組と合流しましたが、すでに多くの人
達が道路まで行列していました。リーダーの顔で、２階に
11 名の席を確保していただき、名物の「おめん」のうどん・
一品料理とビールや樽酒で、にぎやかな宴会になってしま
いました。
当日は、松尾リーダーの誕生日でしたが、リーダーから
20 数年間も良くお付き合いいただいたから、「感謝の気持
ち」ですと、全部おごって頂きました。御馳走様でした。
お腹も一杯になり、哲学の道を疎水沿いに各寺院を廻り
ましたが、今年は暖冬の影響で寒暖の差が無かった為か、
紅葉の赤い色が出ていません。ようやく永観堂まで来ると、
見事な紅葉に出会えました。すごいカメラの放列でした。
四条河原町まで帰ってきて「ＭＯＧ」のお茶で小休止
しました。そこから京都の町中を散策しながら、大石さんが
良く行く洋服店で、松尾リーダーにすてきなマフラーをお
礼に買いました。
錦市場近くの京風創作和食「川村料理平」で京料理と地
酒に舌鼓を打ち、たらふく食べ
多いに歓談して、河原町駅から帰路に着きました。

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

１月６日 例会の様子

■２０１６年初例会の乾杯

■新春ジャンケン大会開催！

「世界へのプレゼントになろう」

■勝者は・・・横山会員です。
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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

次週のプログラム

本日のメニュー
～洋食～
べジファースト 冬大根と蕾菜 新芽のサラダ
冬鮃のカルパッチョにフルーツトマト
最高級のオリーブオイル『アウボカーサ』と共に
リヨンっ子の大好物と言えば・・・
オニオングラタンスープ

第 14４2 回例会／2016 年 1 月 20 日
◆国歌斉唱
◆唱 歌

「君が代」
「手に手つないで」

真鯛のポワレに春野菜 レモンバターソース
◆卓

話

南瓜パンとフランスパン
「"King of Rock 'n' Roll.".Elvis Presley」
菅本 泰年 会員

デセール 2016 🐒 申
コーヒー

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

１３

水

第１４４１回 例会 「インド旅行のお土産話」 田中会員

１３：３０～戦略計画委員会
１８：３０～会報委員会（チャイナＴ）

２０

水

第１４４２回 例会

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

６

土

～７（日） 家族親睦旅行 片山津温泉バスツアー

１０

水

第１４４５回 例会 山本会員担当

「"King of Rock 'n' Roll.".Elvis Presley」

菅本会員

１３：３０～委員長会議
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
・（C）ikoi
・Miho´s house 他 Ｋ．Ｒ．ラビンドラン
風と樹と空とフリー素材 http://kaze-sora.com/他

