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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 1445 回例会報告 （2 月 10 日）
＜本日のプログラム＞
第 1446 回例会／2016 年 2 月 17 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 1445 回例会
会員数 31 名
出席数 26 名

話

山路会員
岡本 啓吾 様

菅本会員
2016 年 2 月 10 日
出席率 86.67％
欠席数 4 名

出席免除会員欠席数 1 名

「特定健診について」
遠藤 義彦 会員

「世界へのプレゼントになろう」

歌
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第 1444 回例会（2/3）
メ－クアップ 0 名 修正出席率 86.21%

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
2016.2.10

皆さんこんにちは。また寒くなりました。週末には暖かくな
るようですが。
先週はロータリーづくしの週で楽しい時間を過ごしました。
先週の例会の後、細則の変更など理事会で案ができま
した。皆さんのところに臨時総会で問題となった、2 点の修
正案がお知らせできていると思います。次週の例会にて再
度臨時総会を開催し、承認をお願いしますので欠席なさら
ないで下さい。
土曜日（2/6）から家族旅行で片山津温泉金沢方面に皆
さん 16 名は 8：30 にワシントンホテル前を出発しました。安
井さんは地区の委員会に出席して、私も地区戦略計画委
員会で IM6 組の発表者を仰せつかっておりましたので、新
大阪 RC に戦略委員会を立ち上げて定款・細則・慶弔規
定などを見直し作成をした実績と、会員の意識調査を実施
したこと、来年度の委員長にチャーターメンバーを起用し
たことなどを報告し、遅れて夕方の懇親会から合流しまし
た。楽しい夜を過ごした、あくる日（2/7）の、兼六園は前日
の雪が少し残る風もない晴天で、素晴らしく楽しい 2 日間
でした。すべて、植田親睦委員長のおかげです。ありがと
うございました。
こんな中、土曜早朝には台南の地震の報が入り、被害も
増えているようでしたが建物の倒壊が主で人災が言われ
ています。柱の中に石油缶が入っていたり、日本では信じ
られない話です。自分たちが何の仕事をしているのか、自
覚が足りなさすぎます。ばれなければ、儲かれば良いとい
う発想でしょうか？日曜日の朝には、北朝鮮は長距離弾道
ミサイルを発射したとか。被害は届いていませんが、なんと
いう指導者なのでしょうか？理解不能です。
世の中おかしいですね。人がおかしいのか。
台湾の地震に義援金を贈ることを考えています。東日本
大震災の時の台北中興 RC の行動にお返しすべき時だと
考えます。例会の後、臨時理事会を開きますので理事は
お集り下さい。 ありがとうございました。

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
鋳方会員、生尾会員、北野会員、田中会員
谷口会員、村木会員
本日の合計
今年度累計

米

「世界へのプレゼントになろう」

３，０００円
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本日の合計
今年度累計

ニ コ ニ コ 箱
■SAA

鋳方会員

稲田会員

２月１０日

ボ

ス

鋳方会員、生尾会員、北野会員、田中会員
谷口会員、村木会員

生尾会員

■災害復興Ｐ基金報告

山

8,000 円
129,000 円

北野会員
菅本会員

8,000 円
111,000 円

報

告
松本（正）会員

寒いですネ！今年はインフルエンザ
が流行するようです。お互いにマスク
をして予防に努めましょう。
親睦旅行楽しかったです。植田委員
長ありがとうございました。
親睦旅行に、参加させて頂き二日間
楽しく過ごしました。ありがとう御座い
ました。また、兼六公園では、皆様に
はご心配おかけして申し訳ございま
せん。
親睦旅行おつかれさまでした。
植田ちゃん、旅行の企画大変すばら

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
しかったです。ありがとうございまし
た！
田中会員 誕生日の御祝いにロータリーバッヂ
ありがとうございました。着脱が簡単
なので便利です。
谷口会員 寒いですが、元気に頑張りましょう！
花原会員 植田委員長大変お疲れ様でした！
楽しい２日間有難うございました。
松本（圭）会員 親睦片山津でのカラオケ大会で、
奇しくも優勝させてもらいました。お
世話になりました。ありがとうございま
した。
三島会員 きれいな雪景色の兼六園、植田さん
ありがとうございました。
村木会員 親睦旅行ドタキャンのおわび。
山本会員 今日、卓話の当番に当たりました。よ
ろしくお願いします。
本日の合計
今年度累計

委

員

■親睦活動小委員会

卓
会 話報

告
植田 誠 委員長

「涅槃会について」
山本 恵眞 会員

44,000 円
920,000 円

此の２月１５日は、仏教徒にとって記念すべき行事 涅
■幹事報告
幹事 田中 宏 槃会がある。涅槃会とは、仏教の始祖 インドで生れられ
たお釈迦様の死を追慕して行われる行事で、此の日は各
・先週行われました定例理事会の議事録をメールボック 宗で種々な行事が行われる。涅槃とはインドの古語サンス
スへ配布しております。ご確認下さい。
クリットではニルヴァーナの訳で本来の意は滅する、寂静、
火の燃え尽きた状態、を言う。現在では涅槃会とはお釈迦
・クマヒラより毎年恒例の「抜萃の綴り」が届きましたので、 様の死（入滅とも云われる）を記念して行われる行事として、
配布しておきました。ご覧ください。
定着している。
行事は、お釈迦様の涅槃の図画（沙羅双樹の下で釈迦
・次年度ロータリー手帳の申込が始まりました。申込書を が頭を北にして顔を西面にして臥しており、周りに弟子達、
回覧します。
信者、諸菩薩、天人、獣、家畜、虫類などがお釈迦様の死
を悲しんでいる図）を掲げ「仏遺教圣」を読誦する法要であ
・本日例会終了後、委員長会議を行いますが、開始時 る。
少々時間を取って臨時理事会を行いますので、委員
この「仏遺教圣」の中で説かれる教えの中心は、法灯明
長、理事の皆様よろしくお願いします。
自灯明 自灯明 法灯明」ということばである。それは次の
様な話である。
・次週２月１７日は臨時総会を行います。すでにご通知さ
お釈迦様が臨終のとき、傍で泣いていた阿難尊者が、
せて頂いております。ご出席よろしくお願い致します。
お釈迦様がお亡くなりになった後、私達は誰を頼りとすれ
ばよろしいかと尋ねたら、お釈迦様が「私は生身の身体で
・今後の例会予定
あるから、滅びるのである。滅びるものを頼りとしてはならな
い。それは共倒れとなる。だから私が教えた仏の教えは永
２月１７日 遠藤会員担当
遠に変わらぬ法（真理）である。変る世の中に変らぬ法を
２月２４日 鋳方会員担当
頼りとするが良い。そして、その仏の教えで磨いた自分を
３月０２日 北野会員担当
頼りとせよ、と仰せられ、お釈迦様は最後は自分だけが頼
３月０９日 松本（正）会員担当
りになるのだから、自己を確立せよと教えられたのである。
３月１６日 湯浅会員担当
そして諸行無常であるから変る物を頼りにしては共倒れに
３月２３日 三島会員担当
なるから変らない法を頼りにして生きて行くが良いと、私達
４月０６日 村角会員担当
を諭されて居るのである。
４月１３日 友好クラブ委員会

「世界へのプレゼントになろう」
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２月６日（土）～７日（日）
「親睦旅行 冬の北陸～福井・金沢～」

先日 2 月 6 日、7 日(土日)に親睦旅行に行って参りまし
た。
参加者は、花原ご夫婦、村角ご夫婦、安井ご夫婦、三島ご
夫婦、久富会長、田中幹事、稲田会員、谷口会員、松本
圭右会員、生尾会員、北野会員、湯浅会員、菅本会員、
植田 以上 18 名。行き先は冬の北陸♪福井～金沢です。
天気は、初日は晴れ→曇り→雨→雪、2 日目は晴天でし
た。
2 月 6 日 AM8：30 いざ出発。新御堂筋～名神吹田 IC、
高速手前桃山台付近で１本目をプシュ～旅の始まりを告
げました♪♪つまみは蟹に見立てた「かにかま」。ガイドさ
んは安田さん。豊富な経験と知識で楽しませてくれました。
京都桂川 SA にて 1 回目の休憩。大津 IC 手前で琵琶湖を
一瞬見下ろし、草津～栗東～八日市、彦根城が遠くに・・・
その頃には 2 本目～3 本目をプシュプシュ。そうこうしてい
るとバスは米原 IC から北陸自動車道へ。長浜～木ノ本～
敦賀・・・敦賀湾を左に見下ろし、南条 SA で 3 度目の休憩。
田中幹事は老眼鏡をご購入。福井県鯖江市はシェア 90％
を占めるメガネの町。その後 武生 IC で降り、昼食会場
の「ろくべえ」へ到着。さすがはそばどころの福井！蕎麦小
会席を頂きました。大根の美味しい時期で「おろし蕎麦」が
印象的でした。ビール、日本酒、蕎麦のおかわり等いただ
き、満足し次の目的地へ。一旦高速道路に戻り、福井県
勝山市にある「恐竜博物館」へ。道路脇にはたっぷりの
雪・・・さすがは冬の北陸（少々ウキウキ）。恐竜博物館はほ
とんどの方が初めてのようでした。簡単に説明・・設計が黒
川紀章、開館は 2000 年、現在ではアジア恐竜協会の事務
局が置かれる。かなり近代的な作り、広さ、見どころに驚き
ました。滞在時間が約 1 時間と短く急ぎ足で見て回ることと
なる。今回は館内のみの見学となりましたが、館外にも観
察広場や体験広場など見どころいっぱいのようです。みな
さんぜひ次回はご家族で!(^^)! 現在 PM3:00、次の目的地
「九谷焼窯」へ。ロータリークラブが到着ということで？店内
は貸し切り、10 人はいろうかと思われる従業員もロータリー
専属状態。10 分少々の説明をうけ、買い物コーナーへ。
各自奥様やご家族へのお土産をご購入し、宿へレッツゴ
ー。PM5:00 ダイヤモンド片山津ソサエティに到着。現地集
合の安井会員も合流。各自部屋でゆっくりしたり風呂へ行
ったりと時間を過ごし・・・PM6:30 夕食会場へ。現地集合の
久富会長も無事合流。生尾直前会長の乾杯で宴がスター
ト。料理は「寒ブリ会席」プラス焼きガニでした。新鮮な海
鮮を中心とした料理に大満足。特に豆乳だしの「鰤しゃぶ
小鍋」は脂がのって美味しかったです。ホテル側からの差
し入れ焼酎「森伊蔵」も美味しくいただきました。約 2 時間
の宴の後、全員 2 次会会場のカラオケルームへ移動。み
「世界へのプレゼントになろう」
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んな歌うのが大好きで、あっという間の 2 時間でした。カラ
オケ大会での優勝者は、湯浅会員との決勝戦を制した松
本圭右会員でした。点数は 93 点！！曲はエルヴィス・プレ
スリーの「Can't Help Falling In Love」。
（その後も各々の夜は続く・・・)
そんな初日でした。皆さんおやすみなさい～
二日目が始まりました。深夜のうちに雪が降り、朝起き
ると銀世界。そんな中で入る露天風呂は最高でした。
AM8：00 頃朝食をいただき、ホテル正面にて集合写真を
撮り、 AM9：00 にホテルを後にしました。最初の目的地
は、金沢兼六園と金沢城跡です。
AM10：00 兼六園到着。兼六園は 65 歳以上が無料で、な
んと半数以上の方が無料に！ 会計係としては助かりま
した。前夜の雪のお陰で、冬の風物詩「雪吊り」も一段とき
れいでした。その後、兼六園内の時雨亭（しぐれてい）にて
抹茶をいただくことに。これがまた風流で思い出に残る時
間となりました。一緒にいただいた和菓子も美味しかった
ですね。兼六園＆金沢城跡で約 2 時間を過ごし、次の目
的地「近江町市場」へ。車中、バスガイドさんより・・「金沢
には値切りの文化がないのでご注意を」との忠告をいただ
く。 正午に到着し各自で昼食を。新幹線の開通に伴う観
光客の増加によりどこもかしこもいっぱいでした。大阪同様、
金沢も今中国、韓国等のアジア旅行者が多くなっているよ
うです。どのお店も 10 人程度の行列は当たり前でした。そ
んな中、私と稲田さん菅本さんは隠れ家のようなお食事処
で美味しい海鮮丼をいただきました（稲田さんごちそう様で
した！！ビールまで～！）。食事、買い物を済ませ PM2：
00 帰路につきました。帰りのバスでもみんな元気です。何
度か休憩をはさみ、ほぼ定刻 PM6：40 新大阪に到着。初
日の集合時間から始まり、どの集合時間も定刻通り進行で
きました。皆様の規律ある行動のおかげで楽しい旅行とな
りました。ありがとうございました。
次はどこに行きましょうか・・・

2015～16 年度 国際ロータリー会長 Ｋ．Ｒ．ラビンドラン
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「世界へのプレゼントになろう」
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次週のプログラム

第 14４7 回例会／2016 年 2 月 24 日
◆国歌斉唱
◆唱 歌
◆卓

「君が代」
「早春賦」

話

本日のメニュー
～１００万ドルミール（洋食）～

鋳方 貞了 会員担当

べジファースト
旬の豆サラダ
アンチエイジング効果がある
黒胡麻と野菜のカレー
薬味として・・・大根と金時人参のピクル酢

本日の中国語

デセール 苺・イチゴ・いちご

２月

褒める言葉

cafe

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

１７

水

第１４４６回 例会 臨時総会・遠藤会員担当

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

６

日

地区主催 「大和川・石川クリーン作戦」

１０：００～ ①大阪市②堺市

９

水

第１４４９回 例会 松本（正）会員担当

１３：３０～戦略計画委員会

１６

水

第１４５０回 例会 湯浅会員担当

１３：３０～絵画クラブレッスン

１３：３０～絵画クラブレッスン

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

