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「 クラブレベルフォーラム・

クラブ会員奉仕部門 」
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四四四四つのつのつのつのテストテストテストテスト 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

手に手つないで

手に手つないで つくる友の輪

輪に輪つないで つくる友垣

手に手 輪に輪

ひろがれ まわれ 一つ心に

おゝロータリアン

おゝロータリアン



２００９年７月８日 第２７０１回

ロータリーソング「四つのテスト」

唱歌「たなばたさま」

お客様の紹介

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「クラブレベルフォーラム・

クラブ管理奉仕部門 」

クラブ管理奉仕 茨木孝一委員長

例会 石本喜和男委員長

広報 横谷哲郎委員長

親睦活動 宇野芳孝委員長

会員数４４名 出席義務会員数４０名

7月8日 出席会員３０名 75.00％

6月17日 MUを加えて 85.71％

・山形直道委員長

新世代・人間尊重委員会を担当することになりました。

一年間宜しくお願いいたします。先日のリラックス＆

スプリングチャリティーコンサートの収益金で、岸和

田市民病院へＣＤとＣＤラジカセを寄付をしたところ、

野口岸和田市長より表彰を受けました。

なお、７／７にローターアクトの例会がありましたが、

炭谷会長の所信表明を代理で阪口さん・櫻井さんに

発表をいただきたいと思います。

・阪口裕美様

寄付したＣＤとラジカセは待合室・化学療法室に設置

しているのですが、化学療法室では点滴を受けている

２～３時間の間に聞くことができて、非常に好評を

博しているそうです。

今年のローターアクトのテーマは「眼・意・足」。

「眼のつけ様」「意の配り様」「足の踏み様」。

今年ローターアクトはとても新人が多いのでみんな

の顔をしっかり見て、心を配り、実行に移していこう

という意味を込めて設定しました。剣道では試合に

勝った時、ガッツポーズをしたら退場という話を

聞いたことがあります。そのくらい相手のことを

思いながらアクトは今年の活動をしていきたいと

考えています。

・櫻井暢人様

自分が参加したボランティア活動で市民の方々に

聞いてもらえると思うと、非常に嬉しいです。

岸和田ﾛｰﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ

櫻井暢人様・阪口裕美様

●会合報告

7/7 ローターアクトクラブ例会

岡本会長・櫻井幹事・山形委員長・

中井副委員長が出席しました。

内容については山形委員長に発表を

お願いします。

（山形委員長とローターアクトクラブのお二人に交代）

●岸和田南ＲＣ・貝塚ＲＣ・高師浜ＲＣより

例会の臨時変更が届いています。

詳細については事務局にて確認してください。

●地区の方からガバナーエレクト事務所開設の

案内がありました。

詳細については事務局にて確認してください。

●有田ＲＣから、５０周年の「５０年の歩み」という

冊子が届きました。回覧したいと思います。

●米山奨学会の２００９年度上期寄付金について、

７／１会員数×３，０００円で振り込みました。

岡本桂四郎会長

山形直道委員長

櫻井新嗣幹事



●岡本 桂四郎会長

妻の誕生日にお花を贈っていただき、ありがとう

ございます。

●茨木 孝一会員

本年度クラブ管理奉仕、よろしくお願いします。

●石本 喜和男会員

本日、卓話をさせていただきます。

●宇野 芳孝会員

本日、卓話を担当いたします。今年一年、親睦

活動にご協力よろしくお願いいたします。

クラブ管理奉仕委員会

茨木孝一委員長

●横谷 哲郎会員

広報を担当させていただきます。よろしくご協力と

ご指導をお願いします。

●高松 正剛会員

父の葬儀に際し、大変お世話になりました。

粗供養としてお受け取り下さい。

●国際奉仕委員会 櫻井 昇委員長

２５８０地区のガバナー事務所より日本・台湾ロー

タリー親善会議参加ツアーの案内がありました。開催

日は10/10、これは日本・台湾で日台ロータリー親善

会議が昨年発足し、第１回は２００８年５月１２日に

パシフィックホテル東京で開催されました。台湾より

１６０名、日本から５４０名、計７００名のロータリ

アンの参加がありました。今年度、第２回が台湾の

日月潭で開催されます。コースはＡ～Ｄの４コースが

あり、観光ツアーも予定しています。ご希望の方は

事務局までお申し出下さい。

国際奉仕委員会

櫻井 昇委員長

高松正剛会員
●高松正剛会員

先週日曜日に父の告別式を執り行いましたが、

岡本会長をはじめとして、皆様に大変お世話に

なりました。お心づけまでしていただいて、

お陰様で無事に式を終えることができました。

ありがとうございました。

本年度クラブ管理奉仕委員長を仰せつかりました

茨木でございます。どうぞ宜しくお願い致します。

今年のクラブ管理奉仕委員会の最大の目標は、岡本

会長の下、遂行された奉仕プロジェクトを社会に広く

知らしめ、ロータリークラブに対する理解と認知度を

高め、共感を得ること。

あわせて会員の誇りと情熱を高めることを目指した

いと思います。

今年のクラブ管理奉仕は「例会」「広報」「親睦

活動」の３つの委員会になっております。

「例会」担当の石本委員長・・・。

色々と構想がある様で楽しい例会になると思います。

そして、「広報」担当の横谷委員長・・・。

日生の支社長にも関わらず、気さくな方で、笑顔で

何でも聞いてくれそうなので岸和田クラブのホーム

ページの充実をお願いしました。

次に、「親睦活動」担当の宇野委員長・・・。

元々遊びにかけては天下一品ですので、皆様方にも

楽しい親睦を企画・立案してくれるものと思います。

どうか、期待していただきたいと思います。

本年度クラブ管理奉仕委員会は、こんなに頼りが

いのある、アクティブな委員長３人と連携を密にし、

もたらされた情報を内外共に広く発信し、積極的に

ＰＲしたいと思います。あわせて岸和田クラブの

会員としての誇りと情熱を再認識できる様な例会

運営、及び会員相互の親睦を目指したいと思います。

どうぞ１年間よろしくお願いいたします。



前回春に岸城神社で行われたインフォーマルミー

ティングの席で、会員のどなたかから卓話はもっと

会員ご自身でなさってはどうかという意見もありま

したように、このように卓話の多くを外部講師に

頼っている現状が果たして例会の活性化に寄与でき

ているか否かという点について、ここで皆様に改め

てお伺いする次第でございます。

４）先週の本年度初例会で、岡本会長も少し触れられま

したが、本年度の地区テーマは“歴史に学び、変革

と進歩を”でございます。このテーマを現在の岸和

田ロータリークラブにあてはめてみますと、55年の

華やかなる歴史を歩んで来たものの、今大きな壁に

ぶつかった状態で、これを突破してさらに前に進め

るか、それともこのままさらにズルズルと退潮を余

儀なくされるかのあがいてる状態といえるのではな

いでしょうか？すなわち、今こそ先輩会員の卓話か

ら55年の歴史を学び、次代を担う会員はこれに変革

と進歩を加えて応えることで、会員が１つの共通の

目標のなかでさらに結束し、発展に導きえるもので

はないかと期待する次第でございます。

５）私たち、まだ会員歴の浅い会員にとりましては、

一昔前の会員数100人以上を誇った岸和田ロータ

リークラブの全盛期をほとんど知りません。

６）会員各自が歴史に学び、それを基に岸和田ロータ

リークラブの活性化のためにどのような変革と進

歩を加えてゆくべきなのかをじっくりと考えて、

卓話のなかでお話いただくことがいま一番求めら

れているのではないでしょうか？

７）現在のところ、卓話のスケジュールは９月末日ま

でほぼ決まってきておりますが、できるだけ早く

お願いに上るつもりでおりますので、担当が決ま

りましたら十分なご準備をお願い致します。

８）５月号のロータリーの友に紹介がありましたが、

活発に活動ができているクラブの特徴として、

すでに会長を歴任されたような古参の先輩会員が

いつまで経っても若手会員を引っ張ってゆけるよ

うな組織でなければ、クラブの活性化を維持し、

若手会員を引き止めてゆくことは困難であるとの

コメントが載っていました。

わがクラブでも、インフォーマルミーテイングの席など

で、古い先輩会員が最近ちょっとお元気がないのではと

の指摘もございますが、今年はこの先輩会員の奮起を

例会委員会

石本喜和男委員長

2009-10年度の例会委員長を仰せつかりました石本

喜和男でございます。例会委員会の本年度のメン

バーは副委員長の川口光國会員と、今井光郎会員、

能勢貴夫会員の４名で活動させていただきます。

活動目標（方針）と実施計画を申し上げます。

例会委員会の活動目標は、クラブの活動テーマであり

ます「活き生きロータリー」の趣旨に従いまして、

活気に満ちた「活き生き例会」となれますように、例会

の活性化に取り組む所存でございます。では、そのため

の具体的な実施計画はどうあるべきかという点について、

次に述べてみたいと存じます。

１）例会への出席は会員全員の責務であり、このことは

すでに皆様よくご承知の通りでございます。にも

かかわらず、最近の出席率は決して満足すべきには

程遠い状況にあることが、例会が抱える現在の最も

大きな問題点です。では、さらなる例会の活性化の

ためには如何にあるべきなのでしょうか？たいへん

大きく、かつ解決困難な問題かも知れませんが、こ

の点に関しましては会員の皆様方からは今後ともさ

まざまな建設的なご意見を頂戴できればと存じます。

２）「活き生き例会」を実践してゆくためには卓話の時

間がとりわけ重要であるということは、昨年の西明

寺例会委員長からも強調されてきた点でございます。

３）では、卓話のさらなる充実を図るための具体的方策

はあるのでしょうか？ここで参考までに西明寺委員

長から頂いた資料から昨年の卓話を少し分析してみ

ました。昼間の例会は４２回開催され、このうち

フォーラム等を除いて純粋に会員が担当された卓話

は２６回ありました。この２６回の中で会員がご自

身で卓話をされたのはわずか４回に過ぎず、あとの

２２回、これは全体の８５％ですが、私を含めて

すべて外部講師を招いて卓話が行われたことになり

ます。



皆様こんにちは。親睦活動委員長をさせて頂きます宇

野です。宜しくお願いいたします。今年度は茨木クラブ

管理奉仕委員長のもと、委員長に私が、副委員長に角家

会員、委員には西秦会員、能勢会員の４名でスタートさ

せて頂きます。

私は、ロータリー活動を実践していくにつき、会員相

互の親睦を深めることは最も大事なことと考えておりま

す。そのような親睦活動委員長という重要なポストを仰

せつかりました。実は、幹事の翌年は楽出来ると思って

いたのですが・・・。そんなに甘いものではありません

でした。しかし、お引き受けした限りは精一杯頑張って

いきますのでご協力よろしくお願いいたします。

さて、今年度の当委員会の目標（方針）といたしまして、

１）本年度クラブテーマ「活き生きロータリー」を

念頭に置き、会員間の親睦をより図るべく、楽し

いプログラムを企画、立案し参加を奨励する。

２）ロータリーファミリー（家族、ロータアクター）

が多く参加できる場を設け、ロータリーへの理解

と親睦を図る。

３）当クラブのイキイキさを認識頂けるよう、クラブ

ゲストのお世話を充実させる。とさせて頂きました。

活動計画といたしましては、例年通り家族例会、忘年

例会、夜間例会等を予定しております。企画につきまし

てはまだ白紙ですので、良いアイデア等がございました

ら助言頂ければ幸いです。また今年度も親睦旅行を実施

したいと考えております。皆で風呂に入り、酒を酌み交

わすのが、親睦を図る一番の近道と思いますので、多数

のご参加宜しくお願いいたします。

伝統ある岸和田ロータリークラブの品位とマナーを重

んじながら、本当に皆様に楽しんで頂ける活動をしてま

いります。本日は有難うございました。

親睦活動委員会

宇野芳孝委員長

お願いし、卓話ではぜひご自身のおことばで若手会員

を厳しくご指導し、例会の活性化に貢献して頂ければ

と存じる次第でございます。

１年間、例会運営にご指導とご協力を賜わりますよう、

よろしくお願い申し上げます。

広報委員会

横谷哲郎委員長

今年度広報を担当することになりました横谷です。

どうぞよろしくお願いします。私と高松副委員長、

久禮三子雄会員、藤原茂会員の4名のメンバーと

なっています。広報は「広報活動」「ロータリー機関

誌の紹介」「会報紙の発行」の３つの柱があります。

広報活動はクラブのホームページなどを活用してタ

イムリーな情報発信をしてまいりたいと思いますし、

幸い藤原会員がおられますので、ここ！というときは

是非新聞に取り上げていただきたいと思っています。

２つ目の柱であります、ロータリーの雑誌は全会員

に講読を義務付けられています。したがって「ロータ

リーの友」についても大切なところや関心を持って頂

きたいところなどはぺージをお示しし内容をしっかり

お伝えして参りたいと思っています。

３つ目の会報は7月1日付けの会報から担当していま

すが、なかなか骨の折れる仕事で、前委員長の雪本委

員長をはじめ皆さん大変な役割を果たしておられたな

あとあらためて実感しています。

ご承知のとおり私は転勤族でありますので、ひょっ

としたら来年の３月に異動になるやも知れません。

なんとかこの仕事を事務局の高田さんやメンバーの方

と力をあわせて、こなしていき、万一転勤になっても

大丈夫なような体制にしておきたいなあと考えていま

す。最後に会報は読みやすく、正確な情報伝達に努め

てまいります。そのためにも原稿をご提供いただくな

ど、是非皆様のご協力とご指導を切にお願い申し上げ

ます。一年間、よろしくお願いいたします。



ＪＵＬＹ～ＡＵＧＵＳＴ ２００９ ７月

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

クラブ会長会議 雑誌・広報・IT委員
長会議・IM打合せ
会・岡本年度4RC会
長幹事会

例会・ｸﾗﾌﾞﾚﾍﾞﾙ
ﾌｫｰﾗﾑ クラブ会員
奉仕部門

RAC例会
会員増強委員長

会議

例会・クラブﾚﾍﾞﾙ
ﾌｫｰﾗﾑ 社会奉仕
部門

世界社会奉仕

委員長会議

RAC例会

例会「敗者復活に
賭ける青春」

前川 篤会員

貝塚ｺｽﾓｽRC創立
記念例会

岸和田ＲＣ会長テーマ 活活活活きききき生生生生ききききロータリーロータリーロータリーロータリー Active  and  Live  RotaryActive  and  Live  RotaryActive  and  Live  RotaryActive  and  Live  Rotary

12 13 14 15

例会

ｸﾗﾌﾞﾚﾍﾞﾙﾌｫｰﾗﾑ

国際奉仕部門

16 17 18

19 20海海海海のののの日日日日 21 22 23 24 25

2 3 4 5 6 7 8

●亀井 茂会員
今年７８歳になりますが、再生できるところは全て
再生したいと思います・・・・・

●茨木孝一委員長
大先輩に対して大変失礼いたしました。今年度の
例会をおもしろくするためには、いろいろとやって
いきたいと思います。よろしくお願いします。

＜点鐘＞

雪本 栄ＳＡＡ

中塚 清会員

亀井 茂会員

●雪本 栄ＳＡＡ
本来であればここで点鐘となるのですが、本日は
クラブレベルフォーラムということで、会員の皆様
より多くのご意見を頂きたく存じます。茨木委員長、
もうしばらくよろしくお願いします。

●茨木孝一委員長
中塚・亀井元会長がお二人いらっしゃいますので、
一言ずつお願いします（中塚清会員・亀井茂会員の
お二人にコメントを依頼)

●中塚 清会員

マカオで脳出血でひっくり返ったときのお話

「倒れたところがマカオで良かった・・・・・・」
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近隣クラブ卓話ご紹介

岸和田東ＲＣ ７月２４日（金）「経済・為替・株式の展望」 木村真教会員

岸和田北ＲＣ ７月２１日（火）「社会奉仕・国際奉仕・世界社会仕年間活動方針発表」

岸和田南ＲＣ ７月２３日（木）「職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕各部門(活動方針)」


