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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

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 1449 回例会報告 （3 月 9 日）
＜本日のプログラム＞
第 1450 回例会／2016 年 3 月 16 日
標

■司会進行

大石会員

語
「Be a gift to the world」

■唱

三島会員

「世界へのプレゼントになろう」

■来賓紹介

歌

三島会員

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

歌 ｢週に一度の｣
週に１度の 例会に
友情の肩 たたき合い
親しき中に 厳しさを
学びて嬉し ロータリー
おゝ ロータリー
おゝ ロータリー

大阪淀川ＲＣ
田中幹事紹介ゲスト
■出席者報告
第 1449 回例会
会員数 31 名
出席数 24 名

イ ベ ン ト 第 9 回 ジャンケン大会
卓
話
「私とロータリー」
湯浅 隆之 会員

「世界へのプレゼントになろう」
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末松 大幸 様
川邉 智子 様
大石会員
2016 年 3 月 9 日
出席率 82.76％
欠席 5 名

出席免除会員欠席数 2 名

第 1448 回例会（3/2）
メ－クアップ 0 名 修正出席率 93.55%

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
2016.3.9

いきましょう。これからひと花も二花も咲かせましょう。
本日はありがとうございました。

■災害復興Ｐ基金報告

３月９日

１，０００円

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ

本日の合計
今年度累計

米

山

0円
137,000 円

ボ

ッ

ク

ス

今日も寒いですね。三寒四温。昔の人の言うとおりです。
でももうすぐ春です。
本日の合計
0円
本日のお客様は 2 名です。淀川ロータリークラブから末松
今年度累計
120,000 円
さんがお越しです。あとで一言お願いします。もうひと方は
パナソニック・メディコムネットワークスの川邉さんです。。
彼女とお会いするのはまだ、二度目です。ある会でご一緒
ニ コ ニ コ 箱
報
告
して田中幹事の強引な誘いに出かけてくれました。この時
■SAA
安井会員
間を楽しんでください。
さて、元会員の武市直子さんからメッセージが届きました。
谷口会員 結婚４０周年を迎えました。家内に感
堺筋本町で「ステーキ＆ラクレット カーニバル」というお肉
謝。
屋さんを開店されました。テーブルに配布しておきました
花原会員 雪山ハイク大変しんどかったですけ
ので、ご覧になって、彼女の事業を応援してあげましょう。
ど楽しい一日でした。皆様有難う！
4 月から米山奨学生の米国人ティモシー・ジェイコブさん
町会員
妻の誕生日に美しい花をありがとう。
を受け入れることになっています。阪大の人文科学科で文
大変喜んでおりました。
化表現論を専攻されて、太宰治を研究中です。むつかし
松川会員 花原さん、会員向け研修資料の作成
い漢字も書ける日本大好きの 30 歳の男性です。彼のカウ
ご苦労様でした。
ンセラーが必要ですが、希望者はおられませんか。（湯浅
松本（正）会員
本日卓話よろしくお願いします。
さんが挙手）ありがとうございます。湯浅さんよろしくお願い
三島会員 先日、うっかりして落とした財布が、何
します。
の被害もなく戻りました。感謝の気持
話題を一つ。地下鉄新大阪駅の北の端の階段に下りの
ちで一杯です。
エスカレーター設置工事が始まっています。改札を出てわ
安井会員 今週の土曜日にＰＥＴＳ、地区チーム
が大阪回生病院に向かう通路は結構広くまっすぐでした。
研修が開催されます。２０１６－１７年
ある日突然これが曲がりくねった通路になりました。倉庫な
度がスタートします。
どを改良して、食堂・売店などに改装しているようです。広
い遊休地を経営に役立てるべく、民営化する地下鉄公団
本日の合計
37,000 円
も変わろうとしているようです。3 月末日の完成が楽しみで
今年度累計
1,034,000 円
す。
ロータリークラブもわが大阪回生病院も変わろうとしてま
す。大切なものは残し、ほかは改善してどんどん変わって
「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
■幹事報告
幹事 田中 宏
・先週行われました定例理事会の議事録を配布してお
きました。ご確認ください。
・本日例会終了後、戦略計画委員会を行います。委員
の皆様よろしくお願いします。
・大阪大淀ＲＣ・大阪御堂筋本町ＲＣより例会変更のお
知らせが届きました。回覧します。
・今後の例会予定
３月１６日 湯浅会員担当
３月２３日 三島会員担当
４月０６日 村角会員担当
４月１３日 友好クラブ委員会
４月２０日 山根会員担当
４月２７日 加藤会員担当→欠席の為予定変更

花原会員ご令室 花原久子様より お礼状が届きました。
「皆様からお箱一杯の元気なお野菜が届きました。幾つになっても
プレゼントは嬉しいです！有り難く厚く御礼申し上げます。」

汁谷まで下りました。少しずつ霧が出てきた為視界は不良
で、遠くはまったく見えません。そこから今度は逆にアルペ
ンコース（1 ㎞、斜度平均 9°最大 15°）をひたすら登りま
した。ゲレンデは雪が少ないため、滑降禁止になっていた
ので、写真で見るように我々だけの、貸切状態でした。
スキー跡がない真っ新な雪を、ググット踏みしめるとくる
ぶしまで雪に埋まり、なかなか思うように歩けません。
次にホーライ北ゲレンデ（600ｍ、斜度平均 17°最大
30°）が立ちはだかり、何度も何度も息を整えながら、喘ぎ
あえぎ声を掛け合ってジグザグに登り、ようやく午後 1 時に
蓬莱山（1,174ｍ）の頂上に着きました。
晴れた日には頂上から、琵琶湖を始め伊吹山まで望め
ますが、今日は濃い霧の為、何も見えませんでした。
小休止の後、コース内は霧で危険な為、下りリフトに乗れ
るよう交渉しましたが、規則で禁止されているため、歩いて
下りました。アイゼンを付けていても、急な斜面で何度も転
びそうになりながら、やっとの思いで山頂駅までたどり着き
ました。
「レークビュー1」レストランで、うどんとオニギリの遅い昼
食取り、ロープウェイで駐車場まで降りると霧は晴れていま
した。
湖西道路・名神と乗り継いで、吹田 IC から「万博おゆば」
に着きました。さっそく広い露天風呂で手足を伸ばすと、
疲れも飛んでいく様な気分でした。例によって 1 時間のん
びり風呂に入り、今回初めての「餃子の王将 吹田春日
店」に向かいました。
王将春日店は、初めての店でしたが多くの家族連れで
賑わっていて、少し待たされました。村角さん・松尾夫人も
参加していただき、料理は安くて美味しく大満足で、9 人が
多いに飲んで食べて、楽しい時間を過ごし解散しました。

第５０回 健康家族の会

「早春の雪山ハイク In 蓬莱山」
＝霧深き 真っ新足跡 ゲレンデに＝
平成 28 年 3 月 6 日（日）

8 時 30 分桃山台松尾邸を、5 人１台で出発しました。その
頃すでに三島夫妻は、桂 SA でお茶をされていました。吹
田から名神で京都東まで行き、湖西道路を志賀で降り、10
時すぎにびわ湖バレー駐車場で三島さんと合流。
登山靴・スッパツを着けロープウェイ山麓駅へ。若いスノ
ーボーダーが多く見られ、中にはハイヒール・ミニスカート
の女性もいました。周りに雪は全くありません。
100 人乗りのロープウェイ 5 分で山頂駅につくと、一転ゲ
レンデは人工雪で積雪 65cm の雪景色でした。
アイゼンを付けジャイアントコースに沿って、端を 1 列で
「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

次週のプログラム

第 1451 回例会／2016 年 3 月 23 日
◆国歌斉唱
◆唱 歌

◆卓

「君が代」
「週に一度の」

話
三島 和雄 会員担当

本日のメニュー
～和食（軽食日）～
べジファースト
甘～い蜜がにじみでる安納芋のオーブン焼き
香川県産 小麦 100%のさぬきうどん だしいり温泉卵添え
白魚とそら豆のかき揚げ

本日の中国語

春の香り 豆ごはん

３月

謝る言葉
フルーツ盛

済みません

對不起（トイ ブチー）

いいえどういたしまして

珈琲

沒關係（メイ クアンシー）
ごめんなさい
不好意思(ブー ハオ イース)
平気、平気
哪裡哪裡（ナーリー ナーリー）

予定表

月

日
３

曜日

予定

例会後予定他

１６

水

第１４５０回 例会 「ロータリーと私」 湯浅会員

１２：１０～第２回次年度親睦委員会
１３：３０～絵画クラブレッスン

１７

木

次年度委員長 顔合せ会

１８：３０～チャイナテーブル

２３

水

第１４５１回 例会 三島会員担当

２４

木

～２６（土） 台北市中興ＲＣ創立２４周年記念式典参加ツアー

３０

水

例会休会

１２：００～１２：３０ ＭＵ受付あり
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

