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)
■ 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
第 1444 回例会報告 （2 月 3 日）
＜本日のプログラム＞
第 1445 回例会／2016 年 2 月 10 日
標

■司会進行

菅本会員

語
「Be a gift to the world」

■唱

横山会員

「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」
唱

卓

大阪中之島ＲＣ

歌 ｢早春賦｣
春は名のみの 風の寒さや
谷のうぐいす 歌は思えど
ときにあらずと 声もたてず
ときにあらずと 声もたてず

■出席者報告
第 1444 回例会
会員数 31 名
出席数 25 名

話

山路会員
岡本 啓吾 様

菅本会員
2016 年 2 月 3 日
出席率 86.21％
欠席数 4 名

出席免除会員欠席数 2 名

「涅槃会について」
山本 恵眞 会員

「世界へのプレゼントになろう」

歌

－1－

第 1443 回例会（1/27）
メ－クアップ 1 名 修正出席率 82.76%
2/01 吉田会員

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
2016.2.3

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
村角会員、安井会員
本日の合計
今年度累計

米

山

2,000 円
121,000 円

ボ

ッ

ク

ス

村角会員、安井会員、山本会員
久富会長と２月が誕生月の田中会員、安井会員、片岡会員

本日の合計
今年度累計

3,000 円
103,000 円

皆さんこんにちは。また寒くなりましたね。
今日は節分で、明日は立春ということですが、この寒さ。春
が待ちどうしいですね。
節分というのは年の初めの前の日ということで、一年最後
ニ コ ニ コ 箱
報
告
の日。大みそかということで一年の邪気をはらうということで、
松本（正）会員
豆まきをする習わしのようです。室町時代から始まったとあ ■SAA
ります。京都では今も松尾大社・壬生寺などで伝統を守っ
松川会員 早くあたたかくなーれ。
ているということです。豆まきの豆は炒ったものを用いるの
村角会員 １年で１番寒い季節になりました。イ
は芽が生えてくるのを嫌うのと、邪気を弓で射るにかけて
ンフルエンザが流行していますが気
いるということです。私も今夜かえって孫と豆まきをすること
をつけて下さい。
になっております。
安井会員 誕生日の御祝い有難うございます。
ところで近頃は恵方巻を食べることが習慣になり、今回ワ
山本会員 予期せぬことが、たびたび重なり、１
シントンホテルでも会員に対して 100 巻以上を売り上げた
月は全休してしまいました。本年も宜
といいます。この習慣は江戸時代から大阪商人の中にあ
しくお願いします。
ったようですが、いつからこんなに広まったのか調べてみ
横山会員 妻の誕生日に美しい花をありがとう。
ました。それまで幸福巻きずし、丸かじり巻きなどと呼ばれ
ジャンケン大会２連勝です。
ていたのが、平成 10 年にセブンイレブンが「恵方巻き」とし
て売り出して全国的な行事となったようです。恵方とは幸
せの方向らしいですが毎年変わる。誰がどうやって決めて
いるのかわかりません。世の中わからないところで動いて
いることが多いですが、それでうまくいっているときは良い
のです。世の中、大阪府警のずさん操作など正すべきこと
富田（事） 片岡さん、１２月は有難うございました。
が目立ってきました。
植田さん、生尾さん、吉田さん、会長、
新大阪 RC は誰が動かしているのでしょう。会長が動かし
幹事、親睦委員会の皆様、バースデ
ているのでなく、皆さんが動かしています。今日も臨時総
ーを祝って下さり有難うございました。
会で、細則・慶弔規定を決めます。よろしくお願いします。
いい年になりそうです。
ありがとうございました。

■災害復興Ｐ基金報告

２月３日

「世界へのプレゼントになろう」

１，０００円

－2－

本日の合計
今年度累計

26,000 円
876,000 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

員会の役割となっているがこれを会場監督（Ｓ
ＡＡ）の役割にする。
・大阪淀川ＲＣより今年度淀輪会の案内を頂きました。
② ８頁 会友のみならず会友とその配偶者も本
今回は５月５日(木・祝)の開催です。ＧＷということで、
クラブが主催する例会その他の行事に参加
早く知らせて頂きました。多数のご参加をお願いします。
することができることにする。
申込を回覧します。
③ ９頁 例会の式次第の中の議事審議は削除
・米山奨学会、Ｒ財団寄付金の申告用領収証が届きま
する。
したので、ボックスへ入れております。確定申告の際に ２、慶弔規程について
お使いください。
① 会員の子供の結婚のお祝いをすることとし金
・２月の予定表を配布しておきました。ご確認下さい。
額を１万円とする。
・例会終了後、定例理事会を行いますので、理事の皆
② ６０歳の還暦祝いを無しにする。
様よろしくお願い致します。
次の事項が審議となりました。
① 財務委員会の下にロータリー財団小委員会、米山奨
・今後の例会予定
学小委員会を設けるかどうかについては尚会長幹事・
２月１０日 山本会員担当
会長エレクト・副幹事と職業奉仕委員会で検討し理事
２月１７日 遠藤会員担当
会にかけて再度総会に諮る。
２月２４日 鋳方会員担当
② 慶弔見舞委員会を設けるかどうかについても同じ。
３月０２日 北野会員担当
３月０９日 松本（正）会員担当
２．クラブアッセンブリー
３月１６日 湯浅会員担当
「半期事業報告②」
■戦略計画委員会

委

員

会

報

■親睦活動小委員会

植田 誠 委員長

・親睦旅行最終確認
・恵方巻き 御礼 ～ホテルより～
１００本達成（ロータリーにて）

卓

久富 義郎 委員長

告

話

現状をご報告します。①定款・細則・慶弔規定を改定をし
ました②会員の意識調査を実施し、結果を報告しました③
委員会の活性化のためにチャーターメンバーに活躍して
もらいます（2 月には来季委員も決定します。）④3 月は財
務問題を検討します。 このような活動状況を 2 月 6 日に
地区の戦略委員会会議で報告します。この委員会を作っ
てクラブにより活気が出てきたと感じているのは私だけでし
ょうか？
■災害復興プロジェクトチーム

中川 建司 委員長

福島中央ロータリークラブにアプローチをしていますが、具
体的な依頼がないままです。
今後も、引き続き東日本大震災の被災地を中心に、他の
災害による被災地も含めての援助を検討して行く予定で
す。
１月２７日発表分
■クラブ研修リーダー

花原 昭弘 委員長

１．臨時総会
情報規定小委員会松川委員長より下記の説明をしまし
た。
平成２８年２月３日開催された新大阪ロータリークラブ総会
において次のように細則・慶弔規程が改正されました。
１、細則について
① ５頁 例会におけるビジターの接遇が親睦委
「世界へのプレゼントになろう」
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今年度、研修マニュアルを作成する予定にしています。
年度始めに発足した戦略計画委員会において、長期的な
方針が決まり次第、作成に執りかかります。
■ローターアクト小委員会

菅本 泰年 委員長

上期は地区のＲＡＣサポートシステムにて当クラブは大阪
淀川ＲＡＣと交流を行いました。
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
大阪淀川ＲＡＣの例会に毎月第 1、第 2 例会に参加致しま
した。
また、地区行事ではＲＡＣＤＡＹの参加や第 1 回献血には
吉田会員、花原会員にも参加をしていただきました。
当クラブでは社会奉仕委員会の行事である大阪整肢学院
のお祭りに山路委員長相談の元、ＲＡＣメンバーにも参加
をしていただきました。
下期もＲＡＣの例会や地区行事にも参加をして交流を深め、
リーダーシップの育成や多くの経験を体験できる場を作り
上げて、青少年育成に携わりたいと思います。

次週のプログラム

第 14４6 回例会／2016 年 2 月 17 日
◆国歌斉唱
◆唱 歌

本日のメニュー
～洋食～

◆卓

「君が代」
「早春賦」

話

べジファースト
はなっこりーのサラダ

遠藤 義彦 会員担当

スモークサーモンのカルパッチョ
フカヒレと筍のあつあつスープ
香川県産 オリーブ夢豚のロースト🐷
美味しいパン 胡麻パンとフランスパン🍞
デセール フルーツカクテルに梅酒ジュレ

本日の中国語

２月

褒める言葉
coffee

美味しい（食べ物） 好吃 (ハオ チー)
美味しい（飲み物）
美しい（女性）

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

３

曜日

予定

例会後予定他

１０

水

第１４４５回 例会 山本会員担当

１３：３０～臨時理事会・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

２

水

第１４４８回 例会 北野会員担当

１３：３０～定例理事会

９

水

第１４４９回 例会 松本（正）会員担当

１３：３０～戦略計画委員会
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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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

