
2008-2009 WEEKLY BULLETIN NO. 1 

THE ROTARY CLUB OF KISHIWADA  ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2640 

岸和田ＲＣ会長テーマ 

魅力魅力魅力魅力あるあるあるある    

ロータリーロータリーロータリーロータリーにににに    
Be AttractiveBe AttractiveBe AttractiveBe Attractive    

四四四四つのつのつのつのテテテテストストストスト 言行はこれらに照らしてから 

１． 真実かどうか        ３． 好意と友情を深めるか 

２． みんなに公平か      ４． みんなのためになるかどうか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員数 52名 出席義務会員数 48名 

6 月 25 日出席会員 35 名 72.92 %  

6 月 11 日ＭＵを加えて      79.17% 

会 長  福 岡 敏 文            広 報 委 員 会 
幹 事  宇 野 芳 孝           委員長 雪  本   栄 

岸和田ＲＣ会長テーマ               魅力魅力魅力魅力あるあるあるあるロータリーロータリーロータリーロータリーにににに    Be AttractiveBe AttractiveBe AttractiveBe Attractive 

岸和田ロータリークラブ 

今週今週今週今週のののの例会例会例会例会                        第第第第 2654265426542654回回回回    

                                                                    2008200820082008 年年年年 7777 月月月月 2222 日日日日    

 撞木の授受 

 国歌斉唱 

 ロータリーソング 「奉仕の理想」 

 岸和田 RC歌「両手を揚げて」 

 「ロータリーの綱領」唱和 

 お客様の紹介 

 直前会長・幹事に記念品贈呈   

 出席報告 

 誕生日・結婚記念日のお祝い 

 会長の時間 

 幹事報告 

 委員会報告 

 ニコニコ箱の紹介 

 卓話 「新年度を迎えて」 

  福岡敏文 会長 

  宇野芳孝 幹事 

例例例例        会会会会    ：：：：    毎週水曜日毎週水曜日毎週水曜日毎週水曜日    12121212 時時時時 33330000 分分分分よりよりよりより    

         岸和田市立浪切岸和田市立浪切岸和田市立浪切岸和田市立浪切ホールホールホールホール    ４４４４階階階階    交流交流交流交流ホールホールホールホール    〒596-0014 岸和田市港緑町 1-1  TEL 072-439-4173 

事務所事務所事務所事務所 ： 〒596-0014 岸和田市港緑町１－１ 岸和田市立浪切ホール２階  URL  http://www.kishiwada-rc.com/ 

            TEL 072-437-2462  FAX 072-437-5088           E-mail  kishiwada-rc@tvk.zaq.ne.jp 

次回の卓話  2008年 7月 9日(水) 

 「 クラブレベルフォーラム・ 

クラブ会員奉仕部門 」 

 

両手両手両手両手をををを揚揚揚揚げてげてげてげて    

１．葛城に昇る朝日に両手を揚げて 

奉仕の理想を迎えよう 

すばらしい明日を築く 

我ら岸和田ロータリークラブ 

２．茅渟の海に沈む夕日に 

両手を挙げて 

四つのテストを讃えよう 

輝く未来を築く 

我ら岸和田ロータリークラブ 

奉仕奉仕奉仕奉仕のののの理想理想理想理想    

奉仕の理想に集いし友よ 

御国に捧げん我等の業 

望むは世界の久遠の平和 

めぐる歯車いや輝きて 

永久に栄えよ 

我等のロータリー 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２００8 年 6 月 25 日 第 2６５3 回 

 ロータリーソング 「Sing!Everyone,Sing!」 

 唱歌 「てるてる坊主」 

 お客様の紹介 

  黒川善広様 （南大阪赤十字血液センター） 

  野上益美様 （南大阪赤十字血液センター） 

久保治雄様 （カナダ バンクーバーRC） 

中井義尚様 （岸和田東 RC） 

西座新二様 （堺 RC） 

炭谷英司様・高橋佳寛様（岸和田 RAC） 

 出席報告 

 会長の時間  幹事報告  委員会報告 

 ニコニコ箱の紹介 

 卓話  「退任の挨拶」 

     櫻井 昇 会長   

西秦好郭 幹事 

 例会変更のご案内 泉大津 RC（詳細は事務局） 

 2008 年 7 月のロータリーレートは、 

１ドル＝１０６円です。 

 次期幹事より 

   本日例会終了後、５５周年の委員会を開催

いたしますので、よろしくお願いします。 

    

    

 国際奉仕委員会 毛利髙二委員長 

2008年度ロータリー国際大会は 6月 15日より 18日

の 4 日間にわたり米国カリフォルニア州ロスアンゼ

ルスにおいて開催されました。国際年次大会としては

第 99回目になります。年次国際大会の主たる目的は、

国際レベルにおいて、全ロータリアン、特に、次期ク

ラブ会長、ガバナー・エレクト、RI及びロータリー・

クラブの次期役員を鼓舞、激励し、かつ情報を与える

ことによって、地区レベルとクラブレベルにおけるロ

ータリーの発展を活発に推進しようとする意欲を起

こさせることであります。これは、手続要覧の第 9章

RI 国際大会に記載されております。なんとなく堅苦

しい文章ですが、国際大会は本来の目的を減じなけれ

ば、ロータリーファミリーの世界的会合であり、社交

および余興の催しであり、ロータリーの親睦を祝って

も良いんだと言うことです。気楽な国際大会でもいい

んだということで、櫻井会長をはじめ福永、皆見、大

賀、私夫妻と添乗員の野宮さんの 10 名で参加してま

いりました。関空より 9時間 36分の所要時間でサン

フランシスコ、それより 1時間 29分でロスアンゼル

スにつきました。その日は 2640地区のジャパンナイ

トに出席してきました。平原ガバナー、三軒パストガ

バナー、勝野ガバナーエレクトなど 100名の参加でし

た。翌日は午後より国際大会の開会式が行われ、開会

宣言、歓迎挨拶、国旗入場、女性歌手による素晴らし

い声でアメリカ合衆国およびカナダ国歌が歌われま

した。ウィルキンソン国際ロータリー会長による基調

講演が行われるころには、疲れのためか、皆さん殆ど

頭が垂れていました。話の内容は英語ですが、ポリオ

プラスで 100万ドルの寄付があったとか、「イエス、

イエス、イエス」とか言ってました。ロータリーの友

の昨年の 7月号を読んで頂ければ、ロータリーの奉仕

にはイエスしかないんだということらしいです。ノー

はダメよとの事らしいです。その後は、ハリウッド、

ビバリーヒルズ、サンタモニカの観光、ラスベガスで

のショー、グランドキャニオン、サンフランシスコ、

ヨセミテ国立公園の観光など、盛りだくさんのスケジ

ユールでの 1週間の旅行でした。詳しい内容は大賀会

員が、いつか皆様にお見せする事でしょう、お楽しみ

にしてください。いつも思いますが、入国時の審査や

荷物のチェックにはかなりのストレスがかかります。

パスポート、航空券、バックなどちょっとしたことで

置き忘れたりします。トイレはレストルームと言いま

す。日本の様なウォシュレットはありません。有名な

ホテルのなかでもそうでした。夜中に太鼓の音がしま

す、どこかの国のミサの時間らしく、2時間眠れない

こともありました。ホモもサンフランシスコでは法律

で夫婦と認められています。サンキュウ、モーニング、

片言の英語、あとは添乗員お任せの外国旅行でした。

さて、来年はイギリスのバーミンガムです。皆さん行

きたくなってきましたか？時差ボケ報告終わり。 

 

米山米山米山米山カウンセラーカウンセラーカウンセラーカウンセラー    久松正典久松正典久松正典久松正典    会員会員会員会員    

        元米山奨学生元米山奨学生元米山奨学生元米山奨学生    朴朴朴朴    貞子様貞子様貞子様貞子様    近況報告近況報告近況報告近況報告    

７月会員誕生日 

    10 日 福永 祥施 会員 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 会合報告 

６月２２日 IM 打合せ会 於：ガバナー事務局 

大賀祐造ガバナー補佐 

６月２４日 岸和田 RAC 納会 於.うお義 

櫻井 昇会長・西秦好郭幹事・茨木孝一委員長 

福岡敏文会員・宇野芳孝会員・浦川信司会員 

岡本桂四郎会員・西明寺講治会員・久松正典会員 

山形直道会員・高松正剛会員 

 

「「「「退任退任退任退任のののの挨拶挨拶挨拶挨拶」」」」    

櫻井櫻井櫻井櫻井    昇昇昇昇    会長会長会長会長    

いよいよ、最後の会長の時間です。１年間、毎週毎週、貴重

な時間を頂き、たわいもない話に付き合って頂きありがとうご

ざいました。先週、例会を休ませて頂き、ロスアンゼルスのＲ

Ｉ世界会議に行って参りました。ＲＩ世界会議については、国

際奉仕委員長の毛利団長の方から、報告があると思います

から、私は割愛させて頂き、たわいもない話の続きで究極の

たわいもない話で閉めさせて頂きます。 

イギリス王室のハリー王子もお気に入りという、ロンドンの著

名なナイトクラブで、ある週末、５時間で総額 １０万５、０００

ポンド（約２，６００万円）を支払った顧客がいたそうです。こ

の顧客は、男女１７名のグループを引き連れて入店し、１本

７００ポンド（約１７万３、０００円）のドン・ペリニヨンを１人１本

ずつ注文し、他にも高級シャンパンや、高級ウォッカなどを

次々に飲み干し、この大金を１人で支払ったといいます。何

か嫌なことを忘れようとしているかのような、豪快な飲みっぷ

りですが、ところで、このグループが１人１本ずつ飲み干し

た、最高級シャンパンの代名詞   

「ドン・ペリニヨン」とはどんなお酒なんでしょう？ 

そもそもシャンパンというのは、１７世紀末に、ドン・ペリニヨ

ンという修道士が発明した、瓶内二次発酵法（通常のワイン

を再び瓶の中に入れ、糖分と酵母を加えて密栓し、もう一度

発酵させるという方法）で製造するスパークリングワインの一

種で、フランス・シャンパーニュ地方産のものだけを特別に

シャンパンというそうです。 

日本では「ドンペリ」と略される、ドン・ペリニヨンは、    

モエ・シャンドン社が生産するシャンパンでこの修道士にち

なんで名付けられた、最高級の銘柄です。 

多くのシャンパンが、さまざまな年に収穫されたブドウを原

料にしているのに対し、ドン・ペリニヨンは同じ年に収穫され

たブドウのみ使用される、ヴィンテージワインでブドウの当た

り年にしか販売されないので、現代は１９９９年物が最も新し

いそうです。ちなみに、マリリン・モンローは     

１９５３年物を好んで飲んだといわれ、「００７」の主人公ジェ

ームズ・ボンドも、映画で「私が飲むなら１９５３年物だ」という

セリフがあるほど、ドン・ペリニヨンの１９５３年物は傑作とされ

ています。 

たわいもない話に、一年間、お付き合い頂き改めてお礼申

し上げます。 本当にありがとうございました。 

 

本日は、本年度最終の例会となりました。 

至らぬながらも、迷惑を掛けながらも、何とか１年間努め

ることができました。ありがとうございました、心よりお礼

申し上げます。 

会長職を拝命して、順風満帆の船出と思っていました

が、幹事予定者の退会に伴って、急遽、西秦幹事に無

理をお願いしてウォーミングアップなしでの登板というこ

とで、大変ご迷惑をお掛けいたしました、にも拘わらず

頑張って援けて頂きました。ご苦労をおかけ致しまし

た。ありがとうございます。 

新しい体制で再スタートして２ヶ月「さあ頑張るぞ」と思っ

た矢先、全面的に力になって頂いていた、副会長さん

が全くもって、私の不徳のいたす処により副会長職を辞

任されました、お詫び申し上げます。そして 私自身９

月には、胃癌の発見と手術、福永ノミニーには留守中

代行を努めて頂きありがとうございました、しかし、この

時ばかりは参りました、はっきり言って、このまま歴史あ

る 岸和田ロータリークラブの会長職を続けられるのだ

ろうか、５４年の歴史に汚点を残すことになりはしない

か、思いも掛けないことの連続でした。落ち込んでいる

時、かけがえのない友人のメンバーから、「精一杯頑張

るしかないで」との、暖かい励ましの言葉を頂きました。

お陰様で新たなやる気が沸いてまいりました。暖かい励

まし、本当にありがとうございました。また、しなければな

らないことがあるから、その緊張感があったからお医者

さんもびっくりする位の回復をしたのかもしれません。

今、ここで退任の挨拶をさせて頂けるのも多くのメンバ

ーの支えのお陰です。同時にメンバーに多くの借りを

作りました。これから、一メンバーとして時間を掛けて少

しずつお返しをしなければと思います。 

本年度 ウィルキンソンＲＩ会長は Ｒｏｔａｒｙ Ｓｈａｒｅｓ  

“ロータリーは分かち合いの心” とされました。 

ＲＩの強調事項は 水保全、保健および飢餓救済、そし

て識字率の向上でした。また 平原祥彰ガバナーは、ロ

ータリーを楽しもう、地区大会の成功、世界大会への参

加でした。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さん方、本年度ロータリーを楽しんでいただけました

でしょうか。うけて 岸和田ロータリークラブは 

Ｌｏｖｅ ａｎｄ Ｋｉｎｄｎｅｓｓ  “愛と思いやり” 

強調事項は、会員増強 ＣＬＰの実践 委員会活動の

活性化 愛と思いやりの実行 とさせて頂きました。各

委員長さん方には、ＣＬＰの実践に伴い、忙しい思いを

させましたが、精一杯ご努力頂き、担当の委員会の活

性化と愛と思いやりの実行を、全うされ、岸和田ロータリ

ークラブの発展に力を貸して頂きました。おかげさま

で、３つの強調事項は実践させて頂いたと思います。改

めて、感謝申し上げます。ありがとうございました。しか

し、会員増強については、私自身の力不足の為 増強

することはできませんでした。まことに申し訳ございませ

ん。 この場を借りてお詫び申し上げます。 

各委員会の主な活動報告をさせて頂きます。  

クラブ会員奉仕委員会   

＊ 会員減少傾向に歯止めを掛けるべく「会員増強 

実践」のテーマのもと 前期 後期 の２回インフ

ォーマルミーティングを実施。 

＊ 会員相互の親睦を深めるためゴルフ同好会を５

回実施 今年はマッチプレーも行う。   

＊ クラブ会員奉仕合同委員会を４回実施し意見交

換 及び親睦を深める。 

会員増強委員会   

＊ いろいろな機会を通じて会員増強の必要性をは

なし、会員増強に努める。 

ロータリー情報規定委員会   

＊ ＣＬＰの実践に伴う 岸和田ＲＣの細則 及び基

金管理委員会規約改正。 

＊ 新入会員２名のオリエンテーションの実施。 

＊ 情報規定に関しての卓話を実施（２回）。 

Ｓ Ａ Ａ   

＊ 楽しく有意義な例会運営に努める。 

＊ ニコニコ箱への協力をお願いし目標を達成の見

込み。 

クラブ管理奉仕委員会   

 ＊ “楽しくなければロータリーでない ほんとうに心か

ら楽しめるロータリーライフを”のモットーのもと会

員及びファミリーの相互親睦に努める。 

 ＊ 前期 後期に合同委員会を開催する。 

例会委員会   

＊ 例会出席の重要性を強調し 会員担当の卓話

は名簿の順番で実施。 

     コメントの入った出席報告 和やかな雰囲気に 

して頂きました。 ありがとうございました。 

広報委員会   

＊ 毎週 会報の発行 苦労の多い委員会を受け

持って頂きありがとうございました。 

＊ ホームページの更新。 

＊ 「ロータリーの友」の紹介。 

親睦活動委員会   

＊ 例会の受付 ゲストのお世話。 

 

    毎週 食事が遅くなり済みませんでした。来週 

からは 変わって頂き 皆と一緒に食事をとっ 

て頂けると思います。 

＊ 葬祭の受付。 

＊ 忘年例会 新入会員歓迎会。 

＊ 家族例会（繁昌亭）。 

＊  夫人誕生日の花束プレゼント。 

職業奉仕委員会   

＊ 職業奉仕についての卓話を実施。 

＊ 「知恩院」及び「先斗町」を職場見学する。 

    知恩院の普通では入れない処まで見せて頂き 

貴重な体験をさせて頂きました。また先斗町は 

楽しかったです。  

＊ 社会奉仕委員会との合同委員会の実施。 

社会奉仕委員会   

＊ 新潟県中越沖地震に義援金の寄付。 

    会員皆様方のご協力ありがとうございました。  

＊ 「秋の交通安全運動」に協力、交通安全パレード

に参加。  

＊ エイズ啓発向上のため岸和田北ＲＣ主催の講演

会開催に参加。 

＊ 識字率向上にむけて「書き損じはがき・未使用切

手・テレホンカード」の収集に協力およびワンコ

イン募金の実施。 

＊ 共同募金運動に協力。 

＊ 自転車の交通事故多発対策として警察、交通安

全協会に協力しステッカーの配布。 

＊ 社会奉仕 職業奉仕で合同委員会の開催。 

環境保全委員会   

＊ 岸和田市環境浄化部会に参加。 

＊ 春木川 轟川一斉清掃に参加（２回）。 

＊ 久米田池清掃活動に参加。 

新世代委員会   

 ＊ ローターアクト（月２回）の例会に毎会出席 アクト

メンバーの増強育成に努める。 

    隔週火曜日の例会に欠かさず出席して頂きあ

りがとうございました。   

＊ 岸和田市民フェスティバルにチャリティバザー

及び献血活動の実施 他 ローターアクトの各

種事業に全面的協力 参加。 

人間尊重委員会   

＊ 岸和田市介護者家族会との連携を模索する。 

国際奉仕委員会   

＊ ロサンゼルス国際大会に参加。 

＊ 姉妹クラブ「馬山ロータリークラブ」を表敬訪問

する。 

＊ 地区青少年交換受入学生の医療機関名簿作

成について協力する。 

世界社会奉仕委員会   

 ＊ ＷＣＳファンドで岸和田南ＲＣ提唱のタイ国 クリー

ンウォータープロジェクト「冷却装置付浄水器設

置事業」へ賛同実施。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日で幹事の大役を一年間無事終えることが出来まし

た。一年間振り返ると、昨年の今頃は、緊張してこれか

ら幹事として、一年間やれるかどうか勉強不足の私には

不安の連続でした。しかし、櫻井昇会長や理事・役員の

皆様をはじめ、会員の皆様にもご理解・ご協力を頂き、

本日を迎えることが出来ました。本当に有難うございま

した。幹事の仕事は、クラブのまとめ役、情報連絡担当

者としての役割をこなせたかどうかは、疑問が残ります

が、一年間自分なりに努力をしてきたつもりです。「愛と

思いやり」岸和田 RC 櫻井年度の方針でした。ＲＩテーマ

「分かちあいの心」櫻井会長は、親睦を深めるため積極

的に各開催して頂き、委員会・会員一人一人のご意

見・ご希望をお聞きして、会員減少の中ロータリーを楽

しく、会員同志の親睦を考え「愛と思いやり」の精神で、

岸和田クラブをよりよくする為の努力をなされ実行され

た櫻井会長の一年間だったと思います。一年間会長に

付かせて頂きロータリーとは何か、少し分かった気が致

します。本日をもって退任とさせていただきますが、一

年間の経験を大事にこれからも伝統ある岸和田ロータリ

ーで、精一杯頑張って行きたいと思います。最後になり

ましたが、この一年間会長をはじめ皆様方のご指導とご

協力に、心から感謝申し上げまして、退任の挨拶とさせ

ていただきます。有難うございました。 

 ＊ ミャンマーのサイクロン及び中国四川省の地震被

害に対し義援金の寄付。 

     会員皆様方のご協力ありがとうございました。 

ファンド委員会   

 ＊ ロータリー財団に岸和田クラブが推薦し合格した

留学中の岩江荘介君に続き山口健太郎君の合

格が決まる。 

 ＊ 米山奨学生 朴貞子さんが２年間の奨学期間を

終え卒業する。 

 ＊ 基金への寄付協力を要請する。 

会計   

 ＊ 予算に基づく執行に努力する。 

各委員会の活動報告をさせて頂き、改めて会員全員が

力を合わせての、岸和田ロータリークラブを感じます。 

割と行事が目立つ委員会、あまり目立たないが 毎週

毎週コツコツと作業をこなさなければならない委員会、

本当に頭が下がります。ありがとうございました。 

他にも、年４回の貴多野ガバナー補佐を囲んでの岸和

田４ＲＣの会長、幹事、ＳＡＡ会 また、近隣会長幹事会

への参加 ４ＲＣの合同例会、地区大会及び地区記念

ゴルフ大会への参加、また、今年初めての歴代会長と

理事会メンバーとの意見交換親睦会 歴代会長さんか

ら貴重なアドバイスを頂きました。 その意見の中から来

期、改革プロジェクトがスタート致します。またグルメ同

好会の開催と私自身一つ一つの活動の中に、大きな楽

しい思い出を沢山頂きました。私にとってこの一年は大

きな財産でございます。今 あらためて、「はっきり言っ

てしんどい時もあったけれど チャンスを頂いて、させて

頂いて良かった」と本当に思います。多くの勉強をさせ

て頂きました。しかし 岸和田ロータリークラブも多くの

問題を抱えています。 

 ＊ 会員増強 

＊ 基金の活用と運用について 

  ＊ 出席率向上について 

  ＊ 今後の役員人事（特に会長 幹事職）について 

時間的 経済的負担の大きさ   

  ＊ 会員減少に伴うアクティブな会員への集中（多

忙な委員会）と予算の問題   等 

多くの問題を残し 次年度以降に先送りしてしまいまし

た。今後、取り組んでいかなければならないように思い

ます。私自身会長職のチャンスを与えて頂きましたこと

で、少しはロータリーのことが前より理解できたような気

が致します。来月からは、自分自身、勉強させて頂いた

こと、また、お力添えを頂いた会員の皆様へのお礼返し

をしながら、一メンバーとしての新しいロータリーライフ

が始まります。最近特に、次年度 福岡会長、宇野幹事 

の厚い思いを肌で感じます。私なんか問題にならない

優秀なお二人です。益々 岸和田ロータリークラブが発

展していくことに確信を持ちます。 

次年度は、通常の会長幹事職に加えて５５周年事業が

伴います、ご苦労お掛け致します。 

 

「「「「退任退任退任退任のののの挨拶挨拶挨拶挨拶」」」」    

西秦好郭西秦好郭西秦好郭西秦好郭    幹事幹事幹事幹事    

いま、お二人は心地よい緊張感で一杯だと思いま

すが、来年の今日ここで「やって良かった」と退任の

挨拶をして頂けるものと思います。どうか頑張って

下さい。会員皆様方の私同様のご協力をお願いい

たします。また次年度は地区の方へ大賀ガバナー

補佐を送り出します。よりクラブの結束が求められて

きます。“岸和田クラブ此処にあり”と言えるよう、こ

の場を借りてお願い申しあげます。 

私みたいな者に対して１年間の皆様方のお力添え

に心より感謝とお礼を申し上げ、退任の挨拶とさせ

て頂きます。 本当にありがとうございました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNE～JULY  2008             7 月   

Sunday   日 Monday  月 Tuesday  火 Wednesday 水 Thursday  木 Friday   金 Saturday  土 

２９２９２９２９    

    
    
 

RACRACRACRAC地区大会地区大会地区大会地区大会    

３０３０３０３０    

    

１１１１    

    
    
 

 

２２２２ 

 
例会  
「新年度を迎えて」 

福岡敏文会長 
宇野芳孝幹事 

３３３３    

    
    
 

 
 

４４４４    

    
 
 

 
 

５５５５    

 
 
 

 
 

６６６６    

    
    

 
 
 

７７７７    

    

８８８８    

    
    

 
 
RAC 例会 

９９９９ 

 
  

例会 「クラブレベル
フォーラム・クラブ会
員奉仕部門」 

１０１０１０１０    

    
    

 
 
 

１１１１１１１１    

    
 

 
 

１２１２１２１２    

 
 

08080808----09090909年度年度年度年度    
近隣会長幹事会近隣会長幹事会近隣会長幹事会近隣会長幹事会    
ホストホストホストホスト    岸和田岸和田岸和田岸和田RCRCRCRC 

１３１３１３１３    

    
    
 

クラブクラブクラブクラブ会長会議会長会議会長会議会長会議    
 

１４１４１４１４    

    

１５１５１５１５    

    
    
 

 

１６１６１６１６ 

 
  
 

例会 「ガバナー補佐
訪問」 

１７１７１７１７    

    
    
 

 
 

１８１８１８１８    

    
 
 

 
 

１９１９１９１９    

 
 
 

雑誌雑誌雑誌雑誌・・・・広報広報広報広報・・・・ITITITIT    
委員長会議委員長会議委員長会議委員長会議 

２０２０２０２０    

    
    
財団委員長会議財団委員長会議財団委員長会議財団委員長会議    

 

２１２１２１２１    海海海海のののの日日日日    

    

２２２２２２２２    

    
    
 

 
RAC 例会 

２３２３２３２３ 

  
 
例会  「クラブレベ

ルフォーラム・社会奉
仕部門」 

２４２４２４２４    

    
    
 

 

２５２５２５２５    

    
 
 

 

２６２６２６２６    

 
 
社会奉仕社会奉仕社会奉仕社会奉仕・・・・環境保全環境保全環境保全環境保全    

委員長会議委員長会議委員長会議委員長会議 

 

 

       

  

    

    

 

 

岸和田ＲＣ会長テーマ               魅力魅力魅力魅力あるあるあるあるロータリーロータリーロータリーロータリーにににに    Be AttractiveBe AttractiveBe AttractiveBe Attractive 

近隣近隣近隣近隣クラブクラブクラブクラブ卓話卓話卓話卓話ごごごご紹介紹介紹介紹介 
岸和田東岸和田東岸和田東岸和田東ＲＣＲＣＲＣＲＣ        7 月１１日（金）  「四大奉仕部門活動方針」         

岸和田北岸和田北岸和田北岸和田北ＲＣＲＣＲＣＲＣ        7 月 ８日（火）  「ガバナー補佐訪問」  

岸和田南岸和田南岸和田南岸和田南ＲＣＲＣＲＣＲＣ        7 月１０日（木）  「四大奉仕部門長 活動方針」     

 ホームクラブ皆出席 

[2007 年 7 月～2008 年 6 月] 

  宇野芳孝 会員・西秦好郭 会員・雪本 栄 会員 

 

 櫻井 昇 会長        

１年間大変お世話になりました。ありがとうございました。 

 久保治雄様                  

４ヶ月のごぶさたです。 

 加藤二朗会員                  

１年間櫻井会長はじめ役員の皆様大変ご苦労様でした。 

 浦川信司会員          

１年間ありがとうございました。 

 雪本 栄会員          

皆様のおかげで、無事１年間例会委員長を務めることが

できました。 

 親睦委員会一同 

今年１年不行届きの点多かったかと存じます。皆様の御

協力に心より感謝申し上げます。 

 国際奉仕委員会 

無事ロスアンゼルス国際大会より帰国しました。 

 理事・役員一同          

大変お世話になりました。 

 

 日本赤十字社より岸和田ロータアクトクラブへ 

   ワンタッチ・テント寄贈に対して 

 


