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次回次回次回次回のののの卓話卓話卓話卓話

2009年11月4日(水)

「IAUﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟに参加して｣

陸上自衛隊信太山駐屯地

第37普通連隊

宮里康和様

(紹介:福岡敏文会員)

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

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

今週今週今週今週のののの例会例会例会例会 第第第第2715271527152715回回回回
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ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ「Sing!Everyone,Sing!」

唱歌「赤とんぼ」

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

「太陽光発電の近況と今後」

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ電工(株)住建事業本部

副参事 近藤正博様

(紹介 奥 藤喜雄会員)

Sing! Everyone,Sing!Sing! Everyone,Sing!Sing! Everyone,Sing!Sing! Everyone,Sing!

Sing,everyone,sing.Sing,everyone,sing.

Let’s get together in all kinds of

weather and sing,everyone,sing.

Smile,everyone,smile.

Smile,everyone,smile.

All of your troubles will vanish like

bubbles,so smile,everyone,smile.

Serve,everyone,serve.

Serve,everyone,serve.

Serving humanity,Rotary’s

destiny,Serve,everyone,serve.



2009年10月17日 第2714回

ロータリーソング「手に手つないで」

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

家族例会

吉本新喜劇観劇

例会 (於.スイスホテル南海大阪)

会員数４２名 出席義務会員数３７名

１０月１７日 出席会員20名 54.05％

１０月 ７日 MUを加えて 83.78％

岡本桂四郎会長

本日は、多数の奥様方のご出席を頂きありがとう

ございます。

今年度の地区テーマは“ご縁と絆”となっています。

こうして皆様とのご縁があって、奥様方と楽しい

ひとときを過ごせるのは大変嬉しいです。

岸和田ロータリークラブは56年目ですが、“女性”

とのご縁がありませんでした。

しかし、次年度の我地区のガバナーが女性であり、

会員増強には奥様方そして友人の女性への入会の

お誘いを積極的にすすめて頂き、メンバーを通じて

推薦を切にお願い致します。

最後に親睦委員会の皆様、楽しい企画をして頂き

ありがとうございました。ご苦労様でした。

伊丹たか子様・岡本 房代様

梶野 郁子様・加藤 清美様

亀井 圭子様・櫻井 和美様

櫻井 朋子様・中塚 昭子様

久松 耐子様 福岡 厚子様

皆見真砂子様・雪本 宏美様

（五十音順）

●岡本桂四郎会長

奥様方にご出席いただき、ありがとうございます。

親睦活動委員会の皆様、ご苦労様です。

●櫻井新嗣幹事

親睦活動委員会の皆様、本日はありがとうござい

ます。

●茨木孝一会員

親睦活動委員会の皆様、設営ご苦労様です。

皆様、どうぞお楽しみ下さい。

●親睦活動委員会一同

本日は多数ご参加頂き、ありがとうございました。

吉本、楽しんでいただきましたか？



吉本新喜劇

例会 於：スイスホテル南海大阪



OCTOBER～NOVEMBER ２００９ １０月 職業奉仕及米山月間

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

近隣クラブ卓話ご紹介

岸和田東ＲＣ １１月６日（金）「ロータリー財団未来の夢計画について」山本新一郎会員

岸和田北ＲＣ １１月３日（火・祝日）「例会休会」

岸和田南ＲＣ １１月５日（木）「歯科材料の移り変わり」後藤太一会員

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

春木川・轟川一斉
清掃

例会「太陽光発電
の近況と今後」

近藤正博様

紹介奥藤喜雄会員

前期

ｲﾝﾌｫｰﾏﾙﾐｰﾃｨﾝｸ

於.岸和田天神宮

午後6時30分開始

岡本年度

4RC会長幹事会

久米田池清掃

岸和田RAC交流会

於.忠岡港

文化の日
RAC振替休会

（11/4）

例会「IAUﾜｰﾙﾄﾞｶｯ
ﾌﾟに参加して｣

宮里康和様

紹介福岡敏文会員

RAC例会

例会

ガバナー補佐訪問

ｸﾗﾌﾞｱｯｾﾝﾌﾞﾘｰ

ﾜｲﾝ＆ｸﾞﾙﾒ同好会

於.がんこ岸和田

五風荘

例会「ｽﾎﾟｰﾂﾏｰｹﾃ
ｨﾝｸﾞとｲﾝﾀｰﾈｯﾄ｣

米山奨学生

朴燦浩様

RAC例会
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