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次回の卓話

2009年12月16日(水) 振替休会

2009年12月19日(土曜日)

於.岸和田ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎｰﾙ

受付 午後6時

例会 午後6時30分～

調印式(姉妹ｸﾗﾌﾞ・馬山RC)

忘年家族例会
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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

今週今週今週今週のののの例会例会例会例会 第第第第2721272127212721回回回回
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ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ「Sing! Everyone Sing!」

唱歌「母さんの歌」

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

「全国のクラブ探訪」

―ロータリーの友記事より―

石本 喜和男会員

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12月2日 第2720回

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

「家族月間」

親睦活動委員会 宇野芳孝委員長

角家 篤副委員長

会員数４２名 出席義務会員数３７名

１２月 ２日 出席会員31名 83.78％

１１月１８日 MUを加えて 89.19％

１２月会員誕生日

伊丹克介会員・山形直道会員

久松正典会員・櫻井 昇会員（写真左より）

１２月会員結婚記念日

宇野芳孝会員

岸和田市立桜台中学校

合唱部への支援金の贈呈

米山奨学生

朴燦浩様（奨学金贈呈）

岸和田市立桜台中学校

教頭 笠川智香様

岸和田市立桜台中学校

合唱部顧問 遠藤尚子様

12月会員結婚記念日

浦川信司会員



●例会臨時変更・休会の連絡

泉大津RC 詳細は事務局まで。

●年末年始休暇のお知らせ

国際ﾛｰﾀﾘｰ第2640地区ガバナー事務所

詳細につきましては事務局までお問合わせいた

だきます様、よろしくお願いいたします。

●本日例会終了後、年次総会を開催させていただき

ます。またその後、今年度の理事会を開催させて

いただきます。役員・理事の方につきましては事

務局にご参集いただきます様よろしくお願いいた

します。

●会合報告

11/28 IM第6組が開催され、事前会議には伊丹克介

会員・坂口一男会員・横谷哲郎会員が出席、

本会議については20数名が出席しました。

12/ 1 岸和田RAC例会があり、山形委員長が出席し

ました。

●先週の例会で、村上ガバナーの公式訪問の中で

最も強調されていたのが「会員増強」についてで

す。具体的には「各クラブ純増３名」とのことで

すが、会員の皆様のご協力がなければ前に進むこ

とができないと思います。また女性会員の積極的

な勧奨にもご協力願います。また米山奨学会につ

いては当クラブは累計9000万円を超えていて、ま

もなく1億円を達成することができるので、いち早

く1億円を達成して欲しい、とのことでした。

●早速、村上ガバナーからお礼状が届いていますの

で、ご披露させていただきます。

「いつもロータリー活動にご協力いただき感謝申し

上げます。今般、貴クラブを公式訪問させていた

だきましたところ、種々ご配慮をいただきありが

とうございました。貴クラブは、創立56年目を迎

えられる伝統クラブです。才門パストガバナーを

はじめ優秀な会員を輩出され、又優れたロータリ

ー活動をされている姿に接し、大変心強く思いま

した。今ロータリーは変革期にあり、むつかしい

舵取りを求められています。貴クラブにおかれま

しては、地域に密着した奉仕活動を続けられると

同時に、会員増強等クラブ活性化に精励され、足

腰の強いクラブとして発展される様祈念してやみ

ません。会員の皆様方にくれぐれもよろしくお伝

え下さい。」

岡本桂四郎会長

●広報委員会 横谷委員長

月初「ロータリーの友」12月号のよみどころにつ

いては地区の推奨記事をご覧いただきたいと思い

ますが、近隣の地区という意味では、縦組の18ペ

ージに岸和田北RCの西出省三会員がウラジオスト

クでメークアップされたという記事があります。

是非ご覧下さい。

櫻井新嗣幹事

●宇野芳孝会員

本日卓話を担当いたします。19日の忘年家族例会、

ご出席宜しくお願いいたします。

●角家 篤会員

本日、卓話をさせていただきます。

●室田光重会員

家内の仏前にお線香ありがとうございました。今

日が命日で、満8年経ちました。現在、息子夫婦

と孫3人、6人で賑やかに暮らしています。今後

とも宜しくお願いいたします。



親睦活動委員会

宇野芳孝委員長

今月は家族月間です。石本例会委員長より「家族

月間」についての卓話を、との要請がありました。

私一人では心もとないものですから、角家副委員長

に後半を依頼しました。どうぞよろしくお願いいた

します。

家族月間の歴史を振り返ってみますと、1995-96

年度ハーバード・ブラウンRI会長が「世界平和は地

域、家族から始まる」との考えを表明されたことが

契機となり、95年11月のRI理事会で、2月の第2週を

家族週間にしていました。さらに、2003年7月の理

事会において、2003-04年度ジョナサン・マジィア

ベRI会長が家族の重要性を主眼にしたことをうけ、

12月を家族月間と指定しました。これに伴って、家

族週間は廃止されましたが、最初の提唱者であるブ

ラウン会長の意図・精神は家族月間にも受け継がれ、

より強調されました。ロータリーが規定する家族と

は一般的な「家族」、つまり両親・配偶者・子供と

いった自分の家の家族だけでなく、もっと範囲が広

く、度量の大きいもので、クラブの会員、元会員な

どの全てのロータリアンと家族、ローターアクトや

インターアクト、青少年交換学生やロータリー財団

国際親善奨学生、ロータリー地域社会共同体

（RCC）のメンバーも含めロータリーとの関わりの

ある、あらゆる人々を「ロータリー家族」として包

括しています。「ロータリー家族」に対して温かい

心遣いを示す月間が「家族月間」です。

マジィベア元RI会長は、国際協議会で次の通り

●梶野和一郎会員

インターシティーミーティングを欠席しました。

●久禮三子雄会員

欠席が続きましたので。

●山形直道会員

IM6組を欠席して、申し訳ございません。

「物故会員の親族や会員の配偶者と子供たちを、招

くような思いやりの心を持とう。ロータリーの活動

が家族の時間とぶつかってしまう問題を解決するこ

とになり、また、家族がロータリアンになる可能性

が考慮されます。ロータリーの実態を身近に感じれ

ば、会員になる可能性がある妻や夫、息子や娘など

多くの家族がいるのです。ロータリー家族が結束し

て奉仕に手を貸すとき、より強く、効果的になるの

です。」

岡本会長が今年度の強調事項に挙げられた、ロー

ターアクトへの支援は、まさに家族月間の思いと同

じです。人は財（たから）と会長がおっしゃるとお

り、これからの若者が私たちの未来であり、サポー

ト、教育することによりいつの日かロータリアンに

なってくれる日がくると思います。家族月間は会員

増強の狙いも含んでいるようです。2005-06年度の

グレン・エステルRI会長は、家族委員会は退会防止

のための重要な活動と位置づけ、「クラブの中でお

互い関心と思いやりの気運を高め、社会的なイベン

トや奉仕プロジェクトに家族も参加してもらえれば、

ロータリーは、会員にとって人生を豊かにする、満

足のいく生き生きとしたものになります。」と述べ

ています。

この機会に皆様も家族をロータリーに巻き込んで

みてはどうでしょうか。家族例会への参加、清掃等

の活動への参加を呼びかけてはどうですか。ロータ

リーに理解をいただければ今後の活動がやりやすく

なりますし、夜の外出もしやすいですよ。私はして

いませんが、まずは、週報、ロータリーの友を家に

持って帰って目を通してもらい、興味を持ってもら

うことだと思います。会員減少が進んでいますが、

新会員の勧誘や退会防止に家族の力が寄与すること

は間違いないと思います。

最近は核家族化等によって家族の構造も変わって

きました。高齢化社会も一段と進んでいます。家族

間の会話も少なくなり、絆が失われてきているので

はないでしょうか。ロータリーを通じて、家族の絆

を深めてみてはいかがでしょう。家族月間を迎えて

それぞれの家族のあり方について、考えましょう。

最後に、今月19日は忘年家族例会です。皆様、多数

のご参加をお願いします。ご清聴、ありがとうござ

いました。



親睦活動委員会

角家 篤副委員長

今回は家族旅行で注目を集めている「ヴィラで過

ごすバリ島」についてご紹介させていただきます。

プライベートプール付ヴィラといえば高いと思われ

ますが、バリに関して言えば、家族で泊まれば普通

のホテルと料金はあまり変わりません。

ここでバリの基本情報を、少しお話いたします。

関西空港から日本航空とガルーダインドネシア航空

の2便が飛んでおり、所要時間は6.5-7.0時間です。

時差は1時間、ベストシーズンは4月から9月にな

ります。ビザは必要ですが、現地の空港で簡単に取

れます。マリンスポーツやゴルフ、舞踊鑑賞や女性

が喜ぶスパが非常に充実しております。また物価が

安いのも魅力的です。

私は昨年の春休み、親と家内・子供を連れてバリ

を訪れました。その際の写真なども含め、画像とし

てご紹介させていただきます。

●来期の理事・役員候補者についてですが、11/4に

発表させていただきました。会員各位からの指名、

また推薦された候補者を募りましたが、（年次総

会の）本日までに届出がございませんでしたので

理事会了承の通り、次の方を候補者とさせていた

だきます。

会長

会長エレクト

会長ノミニー

副会長

幹事

会計

SAA 

理事

理事

理事

理事

理事

以上が候補者の方々となります。

ご賛同の方は、拍手にてご確認願います。

（賛同多数）ご承認いただきまして、ありがとうご

ざいます。これをもちまして、年次総会を終了さ

せていただきます。

久松 正典会員

石本 喜和男会員

久禮 三子雄会員

櫻井 昇会員

山形 直道会員

櫻井 新嗣会員

角家 篤会員

片山 重幸会員

皆見 量政会員

伊丹 克介会員

毛利 髙二会員

福岡 敏文会員
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近隣クラブ卓話ご紹介

岸和田東ＲＣ １２月１８日(金)→１９日（土）「クリスマス例会」

岸和田北ＲＣ １２月１５日（火）「クラブフォーラム(職業奉仕)」藤 静夫委員長

岸和田南ＲＣ １２月１７日（木）「法律よもやま話 その5」西出智幸会員

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

会長ｴﾚｸﾄ研修

ｾﾐﾅｰ

例会「全国のクラブ
探訪」

石本喜和男会員

ゴルフ同好会

振替休会

RAC例会

馬山RC来日

(～２０日)

調印式

忘年家族例会

於.岸和田ｸﾞﾗﾝﾄﾞ

ﾎｰﾙ

天皇誕生日

例会休会

例会休会(定款)
元旦元旦元旦元旦

27 28282828 29 30 31 JAN.1 2

6 7777 8 9 10 11 12

13 14141414 15 16 17 18 19

20 21212121 22 23 24 25 26

DECEMBER 2009～ JANUARY 2010 １２月 家族月間


