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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 1443 回例会報告 （1 月 27 日）
＜本日のプログラム＞
第 1444 回例会／2016 年 2 月 3 日
標

■司会進行

稲田会員

語
「Be a gift to the world」

■唱

山路会員

「世界へのプレゼントになろう」

■来賓紹介

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

歌

大阪中之島ＲＣ

山路会員
岡本 啓吾 様

国 歌 斉 唱 「君が代」
唱
歌 ｢四つのテスト｣
■出席者報告
第 1443 回例会
卓

会員数 31 名
出席数 22 名

話

出席率 75.86％
欠席数 7 名

出席免除会員欠席数 2 名

・臨時総会
・クラブアッセンブリー
「半期事業報告 ②」
各委員会委員長

「世界へのプレゼントになろう」

稲田会員
2016 年 1 月 27 日

第 1441 回例会（1/13）
メ－クアップ 2 名 修正出席率 80.00%
1/28 安井会員
2/01 村木会員

－1－

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
2016.1.27

寒い日が続きましたが今日は少しましですね。いかがお
過ごしですか。
今日のお客様は大阪中之島 RC の岡本啓吾様です。先
日の土曜日にお会いして今日で 2 度目です。もう、友達だ
と思っています。今後ともよろしくお願いします。今日は楽
しんでください。
沖縄、奄美大島などでも雪が降るなど、記録的な寒波の
襲来でした。私も手袋をしても冷たく痛い思いを久しぶりに
大阪中之島ＲＣ 岡本 啓吾 様
しました。孫は元気でそんな中でも遊びをやめません。羨
ましいですね。その元気さが。次の日病院の回生天満宮
の手水が氷ったのを見ました。思わず、柄杓でたたいてし
ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
まいました。近頃希な経験でした。台湾でも 50 人を超える
死者が出たとか。もともと暖房が必要でない国の悲劇なの
北野会員
でしょうか。日本で凍死はないでしょうが、これだけ冷えると、
高血圧、心臓病を持っている人には注意が必要です。引
本日の合計
1,000 円
き続きご自愛ください。
今年度累計
119,000 円
菅本さんが次年度からローターアクト委員会の委員とし
て地区に出ます。地区から知らせがきましたので皆様に報
告しておきます。忙しくはなりますが、良い経験になることと
思います。頑張ってください。今年度は松川さん、安井さ
米
山
ボ ッ ク ス
んが頑張ってくれています。
2/6 の家族旅行の日に地区の戦略計画委員会が開催さ
北野会員
れます。IM6 組の代表として戦略計画委員会の活動状況
を発表するように松川ガバナー補佐から命じられておりま
本日の合計
1,000 円
す。昨日原稿を提出したところです。さてどうなりますか。
今年度累計
100,000 円
新大阪 RC を良い意味で、アピールができたらと思ってや
ります。旅行には遅れて、宴会からの合流となるのはこん
なわけです。
業務連絡です。次回の例会で臨時総会をやります。皆さ
んにお知らせできていると思いますが、「細則」と「慶弔規
ニ コ ニ コ 箱
報
告
定」の改訂を行いました。ぜひ一度内容をご確認いただき、
村角会員
不都合などあればお知らせください。総会での承認をお願 ■SAA
いいたします。
大阪中之島ＲＣ 岡本 啓吾 様
本日はありがとうございました。
久富先生、お世話になりました。
遠藤会員 寒中御見舞申し上げます。寒いです。
気をつけましょう。
北野会員 妻の誕生日に美しい花をありがとう。
田中会員 タイも半袖では少し寒い位でした。

■災害復興Ｐ基金報告

１月２７日

「世界へのプレゼントになろう」

１，０００円
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本日の合計
今年度累計

12,000 円
850,000 円

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
■幹事報告

幹事 田中 宏

■親睦活動小委員会

植田 誠 委員長

・本日２月号のロータリーの友を配布しておきました。１
週早いですがご了承下さい。
・次週２月３日（水）は臨時総会を行います。変更内容の
資料については、メール送信もしくは手渡し、郵送等で
全会員のお手元に届いていると思います。先程会長よ
り説明して頂きました。よくご覧の上お気づきの点、次
週までにご指摘をお願いします。
・今後の例会予定
２月０３日
２月１０日
２月１７日
２月２４日
３月０２日
３月０９日
３月１６日

委

臨時総会・「半期事業報告②」
山本会員担当
遠藤会員担当
鋳方会員担当
北野会員担当
松本（正）会員担当
湯浅会員担当

員

会

■Ｒ財団小委員会

報

告

湯浅 隆之 委員長

卓

話

クラブアッセンブリー
「半期事業報告 ①」
■クラブ運営委員会

北野 克美 委員長

今 年 度 会 長 方 針 「 も っ と 汗 を 流 そ う Lets Take
action ourself」に則り、当クラブの良さであるファミリーな
雰囲気を活用しながら、其々の委員会の横の相互関係
の緊密度化をはかる。そして、様々な委員会活動に習
熟した委員長の育成に積極的に取り組む事を目標とし
てきましたが、地区指導のもとに誕生した”戦略委員会
“のもと永続性を考えたクラブ活動の継続化が、最重要
課題とされた。
そんな中、クラブ個々人が年１回の卓話担当とするプ
ログラム編成を企画し、順調に推移している。
今 後 の目 標 としては、定 期 的 に各 委 員 会 の懇 談 会 を
其々の委員会と交流しながら実施することがあげられま
す。また、各委員会よりの情報の提供、或いは、個々人
の会報コラムなどによる会報の充実もあると考えます。

「世界へのプレゼントになろう」
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上期親睦行事実績
○インフォーマルミーティング （炉辺談話）
日時 ：７月１４日、１６日
落語を楽しむ会 IN 繁盛亭
日時 ：７月１１日
○第一回親睦委員会
日時 ：8 月 21 日（金）
場所 ：新大阪ワシントンホテルプラザ 23 階チャイナテー
ブル
○親睦ゴルフ （兼ワシントンホテルゴルフコンペ）
7 名の参加
日時 ：9 月 4 日（金）
場所 ：伏尾ゴルフクラブ
一口メモ：山路会員優勝 約 80 名
○レディースサロン ～ルーブル美術館展～
日時 ：9 月 16 日（水）
場所 ：京都市美術館
詳細 ：大石会員引率
○オクトーバーフェスト in ワシントン
日時 ：9 月 17 日(木)、18 日（金）
内容 ：お 1 人 5,500 円 飲んで食べて踊って♪♪ たくさ
んのご参加お願いします♪
一口メモ：ホテルとしても恒例イベントになるように頑張りま
す。
○家族会
日時 ：12 月 12 日（土）
場所 ：新大阪ワシントンホテルプラザ
内容 ：家族会
一口メモ：皆様のご協力により無事終了。昨年に比べ約 27
万円ほど経費マイナス
下期行事
○親睦１泊２日家族旅行 危険なバス旅行 大手なので
大丈夫
日時 ：2 月 6 日 7 日
予定地：北陸の旅～片山津温泉、兼六園雪吊り、近江町
市場～
○第 2 回親睦委員会
日時 ：2 月 1 日（月） 18 時～チャイナテーブルにて
テーマは特になし 強いて言うなら 家族旅行、家族会反
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
省会
○会長、幹事慰労会
■会報小委員会

特に、会員の増強につきましては会員の皆様方の更なる
ご協力をお願い致します。
村木 茂 委員長

今年度はクラブの会長方針「もっと汗を流そう」を毎週
の会報に掲載しております。
また「私の好きな言葉」を会員の皆様から募集し、それ
を会報に載せることも新たに試みております。皆様のご
協力をお願いします。
最後にクラブ活性化のため、委員会あるいは会員に伝
達段として会報を利用していただくようお願い致します。

■会員増強小委員会

三島 和雄 委員長

①ニコニコ箱のお金のプールを多くするために、月１回の
ジャンケン大会で勝者を選出し、最後に名誉あるジャン
ケンキングを決定します。
②谷口会員による中国語勉強を例会毎にしてもらっていま
す。
③受付の担当表を発表しております。

クラブを発展させるにはまずは「元気なクラブ作り」から、
それには今の現状のクラブの現状分析を行い強みと弱み
を突き止める。現会員の積極的な参加を促す。この見直し
を行い一歩先へ進みたいと考えております。
また、組織を継続していくためには、新しい人材を増や
すのは不可欠です。そして次の世代の組織を担っていく
人材になってもらう事も重要です。
では、組織を担う会員になってもらう為には、クラブのこ
とを教えていかねばなりません。本クラブには経験豊富な
会員が大勢おられます。その皆様がロータリーの活動を通
じて「何を学んだのか？」「何が楽しかった？」それを入会
年度の浅い会員や、新入会員に伝えていくことこそ「会員
増強・維持」に繋がるものだと思います。
会員増強委員会は企業でいうところの「営業」であると私
は考えます。精一杯今の新大阪ロータリークラブという「商
品」を売り込みたいと思います。

■会員組織委員会

■職業奉仕委員会

■ＳＡＡ

松本 圭右

主ＳＡＡ

村角 末義 委員長

安井 一男 委員長

上期に関しての活動報告はありません。下期に、企業
の社会的責任（ＣＳＲ）とロータリーの職業宣言との共通点
を考察する卓話の開催を予定しています。
■情報規定小委員会

松川 雅典 委員長

本年度の会長方針「もっと汗を流そう」に則り、もっともっ
と楽しめるクラブ運営を心がけておりますが、残念なことに
特筆するような成果をあげることはできておりません。
ただ、最近、当クラブの出席率が向上し、それを維持し
ていますが、それはたいへん良い傾向だと思っております。
下期事業計画は、上期の事業計画をそのまま踏襲しま
すが、一つでも、その目標を達成したいと思っております。 １、定款の全面的改定
「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
創立３０周年を迎えた新大阪ロータリークラブの定款は、
創立当初のままで何等手を付けられず今日まで来ており
ました。この３０年間は国際ロータリーの推奨する標準ロー
タリークラブ定款に依拠してきたわけですが今年度は新大
阪ロータリークラブの定款の全面的改正を行いました。そ
して新大阪ロータリークラブの会員に対して定款定めうち
重要な事柄である例えば入会資格の問題、職業分類の問
題、会員資格の終了の問題などを例会にて解説しました。
２、細則の改定
上記定款の全面改訂に伴い新大阪ロータリークラブ細則
の一部改正を行いました。
３、慶弔規程の改正
新大阪ロータリークラブ慶弔規程が古いままで、年度によ
り規程の定めを実行したりしなかったりの状況でした。金額
もバブル期のまま高額に据え置かれておりましたのでこれ
を全面的に見直し低額化しました。
■社会奉仕委員会

山路 高純 委員長

できることを考えていきたいと思います。
■国際奉仕委員会
鋳方 貞了 委員長

本年度会長方針は「もっと汗を流そう！」ですが、今の
所、汗を流しておらず申し訳ありません。来期の為地区補
助金、グローバル補助金を活用できる準備をしておきたい
と思います。台北市中興ロータリー２５周年に多くの方々が
参加して戴ければ幸いです。
■Ｒ財団小委員会

湯浅 隆之 委員長

当初の計画では、５つ提案しておりましたが、実施した
案件は大阪整肢学院夏祭り、東淀川区民まつり、防犯に
関する取組みの３つでした。今後の進め方としては、次年
度の社会奉仕委員長予定者と委員会議を開き、申し送り、
次年度のプランを立てたいと思います。

会員の皆様にロータリー財団の仕組み、役割について
より一層の理解をいただけるよう情報発信等について工夫
をしたいと思っています。

■青少年奉仕委員会

■米山奨学小委員会

片岡 重裕 委員長

青少年奉仕委員会はその中のローターアクト小委員会
の菅本委員長が前半、中間と積極的に活動して頂いてい
ます。青少年奉仕としては、５年～１０年先のクラブを見据
えて、子供食堂をとりあげて皆さんに内容を報告し、支援
「世界へのプレゼントになろう」
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太田 雅裕 委員長

今年度は、奨学生の受け入れをしておりません。奨学
生の受け入れは、我がクラブの活性化にもつながりますの
で、今後も皆様の御寄付宜しくお願いします。

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
■ＩＣＳ小委員会

大石 博雄 委員長

国際奉仕活動基金
当委員会は呼称がよく変わるので、ご注意ください。
国際奉仕基金
ＲＩの方針により、当地区の呼称が、世界社会奉仕（ＷＣＳ）
→国際社会奉仕（ＩＣＳ）と変遷してきましたが、次年度から
は「国際奉仕プロジェクト」と変更されます。それに従い、
当該事業を行われなかったクラブからの拠出基金も、ＷＣ
Ｓ基金→世界協同奉仕基金から「国際奉仕基金」に変更
されます。国際奉仕プロジェクトを実施されなかったクラブ
は一人当たり５千円の拠出を次年度もお願いします
と地区からもこのような文章が届いております。
今年度の活動は昨年のトルコへの国際プロジュクトに
主幹事として参加しましたので、見送っています。
次年度以降のためのアイデア出しをしております。

■２月のバースデーロータリアン

２月２０日

田中会員

２月２４日

安井会員

２月２７日

片岡会員

※写真が撮れていなかった委員長の皆様、お詫び申し上
げます。
（会報小委員会）

ＭＥＭＯ

北野会員令夫人 北野まゆ美様より、素敵なお礼状を頂きました！

「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
本日のメニュー
～和食～

次週のプログラム
べジファースト
筍の木ノ芽味噌和え風
七福米のミニ七福恵方巻き
和牛ロース肉のシャブシャブスタイル

第 14４5 回例会／2016 年 2 月 10 日

鰆の西京味噌焼き

◆国歌斉唱
◆唱 歌

浅利汁

◆卓

デザート 白玉ぜんざい

「君が代」
「早春賦」

話
山本 恵眞 会員担当

珈琲

私の好きな言葉

本日の中国語

原稿募集！

２月

褒める言葉

半数以上の方がまだ投稿されていません。
再投稿も大歓迎です。

美味しい（食べ物） 好吃 (ハオ チー)
美味しい（飲み物）

事務局までメールで投稿して下さい。

美しい（女性）

会報小委員会

好喝（ハオ フー）

漂亮（ピアオ リヤン）

男前（男性）

很帥（ヘン シュアイ）

素晴らしい

真了不起
（チェン リアオ プ チ）

予定表

月

日
２

曜日

予定

例会後予定他

３

水

第１４４４回 例会 臨時総会・半期事業報告②

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

１３：３０～委員長会議

１４

日

第５０回 健康家族の会 「早春の雪山ハイク in 蓬莱山」

８：３０ 松尾歯科医院集合

１７

水

第１４４６回 例会 遠藤会員担当

１３：３０～絵画クラブレッスン

２４

水

第１４４７回 例会 鋳方会員担当

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」

－7－

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

