
2009-2010 WEEKLY BULLETIN NO. 10

THE ROTARY CLUB OF KISHIWADA  ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2640

会 長 岡本桂四郎 広報委員会

幹 事 櫻井新嗣 委員長 横谷哲郎

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 Active and Live Active and Live Active and Live 

RotaryRotaryRotaryRotary

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2709270927092709回回回回

2009200920092009年年年年9999月月月月9999日日日日

ロータリーソング「四つのテスト」

唱歌「ちいさい秋見つけた」

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

「岸和田ﾛｰﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ活動発表」

岸和田RAC 黒田淳一郎委員

中 良輔委員

(紹介 山形 直道会員 )

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30303030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

2009年9月16日(水)

「最近のインフルエンザ事情」(仮題)

久禮 三子雄会員
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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
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岡本桂四郎会長

会員数４２名 出席義務会員数３８名

９月２日 出席会員32名 84.21％

８月１９日 MUを加えて 84.62％
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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」

お客様の紹介

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

「最近の楽しみ」

岸田 次郎会員

【９月誕生日】

武田利治会員・奥藤喜雄会員

加藤二朗会員・石本喜和男会員（左より）

【９月結婚記念日】

雪本 栄会員

【９月結婚記念日】

大賀祐造会員

【９月結婚記念日】

石本喜和男会員

お客様

朴 燦浩様 (米山奨学生) 



今、楽しみはウクレレを弾くことです。

学生時代に軽音楽部に居りながら何ら楽器もできず、マネ

ージャーを務めてまいりました。卒業以来、いつも、楽器

をやっておればよかったと反省の日々でした。何故今頃

ウクレレか、と言うことですが、小学校の同窓会が２年前

にあり、その時 女性３人のコラボレーションがありまし

た。ギター、ボーカル、踊りですが大変楽しくやっておら

れたのを見せてもらい、是非私もやろうと決心し、三木楽

器の教室に申し込みました。そのうち、学生時代の軽音楽

部の同級生でハワイアンバンドのスチールギターをしてい

た男が、自分もウクレレをやると言い出して一緒にやり始

めました。

そうこうしているうちに、二人の共通の友人のKさんが

会社をリタイアされて今から何をしようかなという話に

なり、われわれはウクレレをしているので一緒に始めませ

んかということになり３人で教室に通い始めました。

教室の場所は梅田北新地入り口の四ツ橋筋の角、午後５時

半に授業が終わります。場所と言い時間帯と言い最高の

条件でした。

楽しく練習をしておりましたところ、「発表会の目標を

作らないと練習に力が入らないでしょう」とKさんの奥さ

んにハッパをかけられまして、バンドを編成し発表会を

することになりました。

岸田次郎会員

●岸田次郎会員

本日卓話をさせていただきます。

山形直道委員長

●会合報告

8/30 青少年・ライラ委員長会議に、山形委員長が

出席されました。

9/1 岸和田ＲＡＣ例会に、私が出席しました。

●今月は「新世代の為の月間」であります。今期の

強調事項の第一に「ローターアクトへの支援」とし

ています。国家や会社、そしてロータリーの未来を

考えると、後継者を育てるのは必須であり、責務で

あると思います。数年前、北海道帯広市であった

「全国ローターアクト研修会」で“親が子供を育て

る当たり前の事が、むしろ虐待が起こっている

（現在は更に深刻な状態）のが嘆かわしい。

ローターアクターをしっかりと育てるロータリアン

の仲間を増やそうではありませんか？“とフロアー

から意見を述べて周囲から温かい拍手を頂きました。

しかし、ＲＡＣ、ＲＡ共減少しているのも現実です

が、「力」が入る事で若い人達の成長を見る事が

でき、感動を共有し「力」を頂く事も多々あります

ので、皆様の活動をよろしくお願い致します。

櫻井新嗣幹事

●例会臨時変更 岸和田北ＲＣ・貝塚コスモスＲＣ

詳細は事務局まで。

●2640地区より４月に開催されました2008-09年度

地区大会の記録ＤＶＤが送られてきました。

●浪切ホールより、9月25日に開催されます芝居

「金魚の夢」の招待ﾁｹｯﾄを頂いています。

詳細は事務局まで。

皆様、こんにちは。

新世代委員会の山形でございます。よろしくお願い

申し上げます。青少年指導者育成プログラム、

第２９回ライラセミナーが2010年3月20日～22日に開催

されます。皆様のご参加を地区青少年ライラ委員会

丸山委員長より、お願いされております。ご参加の程、

よろしくお願い申し上げます。

尚、2008-09年の第28回ライラセミナーのＤＶＤが届い

ております。事務局へ置いておきますので、ご覧下さい。



SEPTEMBER～OCTOBER ２００９ ９月 新世代のための月間

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

例会

「岸和田ﾛｰﾀｰｱｸﾄ
ｸﾗﾌﾞ活動発表」岸
和田ＲＡＣ 黒田委
員・中委員

南輪会

(ホスト 貝塚ｺｽﾓｽ
RC)

例会・仮題

「最近のｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ
事情」久禮三子雄
会員

RAC例会

職業奉仕委員長

会議

敬老の日 国民の休日 秋分の日

例会休会

例会

「ｲﾝﾄﾞ洋津波の記念
ﾎﾟｰﾙ85本建てまし
た」家村浩和様

近隣クラブ卓話ご紹介

岸和田東ＲＣ ９月１８日（金）「例会休会」

岸和田北ＲＣ ９月１５日（火）「クラブフォーラム(青少年・ライラ)」 三森勇作委員長

岸和田南ＲＣ ９月１７日（木）「私の履歴」 齊藤博陽会員
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バンドの名前は、ザ・ハワイアン・グラスホッパーズ

です。女性の方が一人加わり四人編成です。

同窓の友人はハワイアンのベテランですので音楽の

技術的なことは彼が担当、Kさんは元某テレビ局の製作

担当重役でしたので、発表会の構成は十分できますが、

まだまだウクレレの技術はありません。

6 7777 8 9 10 11 12

われわれの未熟な会にお客様が来てくれるかが問題

でメンバー一人が１５人のお客様を確保することに

なりました。結構来て頂いたのですがお目当てはKさん

の奥さんでした。私もお客様確保に努めましたが、

あまり音楽に強い人は遠慮させてもらい、身内が中心

となりましたが、楽しいひと時でした。

私にとって初めてのステージでして、緊張もしました

し昔の友人もこんな気持ちでステージに立っていたの

かなと感慨を深くしました。発表会のアルバム、DVDを

放送局から下さって本当に良い記念になりました。

そろそろ、第二回目の発表会の準備に入っています。

一回目より少しでも、ましな演奏会にしたいものだと

メンバー頑張っているところです。まだ二年目ですが

メンバーの内でも自分の好きなジャンルが出てきます。

JAZZ系、ウエスタン、フォーク系、ハワイアン系、

自分の好きな曲を演奏し歌うということがどんなに楽

しいものか実感しています。上手い下手を別にして。

私はハワイアンのトラジショナル、フラ、ソングが

好きですが、歌詞が覚えにくいので困ります。ゴルフ

も趣味の一つですが、屋内でやれるウクレレはこれから

歳を重ねても手軽にできる趣味としてずっと続けて

ゆきたいと思います。

それで、選曲に大変困りましたし、お客様も聴きに

きてくれるだろうか、も心配しておりましたら、Kさん

の奥さんが私も出演して協力してあげる、ということ

になりました。彼女は今関西で有名な芸能人ですので、

百万の味方を得たような気分でした。
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