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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2733273327332733回回回回
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ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ「Sing! Everyone,Sing! 」

唱歌「春が来た」

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「税務行政の歴史」

岸和田税務署署長 熊木 豊様

(紹介:西村政和会員)

次回の卓話
2010年3月31日（水）振替休会

2010年4月 1日（木曜日）
後期ｲﾝﾌｫｰﾏﾙﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

於.がんこ岸和田五風荘

受付開始 午後6時～
例会 午後6時30分～
後期ｲﾝﾌｫｰﾏﾙﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

午後6時40分～

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.



岡本桂四郎会長

●会合報告

3/7会長エレクトセミナーに久松正典会長エレクトと

出席しました。

●3/17例会は休会です。

また3/31例会は4/1インフォーマルミーテイングに

変更です。

●2月17日に行われた岸和田４RC合同例会を省みまして、

時間の都合上、いささか不完全燃焼の感があったかも

知れません。

各クラブにそれぞれの活動事情はありますが、４クラ

ブが集結すれば“何ができるか？”を模索していきた

いと思います。

この火種を、今期、来期、来々期と燃やし続ければ

“活き生きロータリー”になる事でしょう。これも皆様

のご協力が無ければ前に進めません。

皆様のご意見、アイデアを頂きたいと思いますので、

よろしくお願い致します。

岸和田東RC 

濱中雄二様

●例会臨時変更

貝塚RC、和泉RCから例会の臨時変更および休会の

お知らせが届いております。

詳細に関しては事務局までお問合わせください。

●3月14日に春木川・轟川の一斉清掃が行われます。

額原公園集合ですが、詳細に関しては事務局まで

お問合わせください。

●泉州国際市民マラソンのお礼

実行委員会事務局長・寺田等様が来訪されました。

●癒しのコンサートinりんくうのお礼

特定非営利活動法人「ピンクリボン大阪」理事長

冨尾貴美代様よりお礼状が届きました。

2010年3月10日 第2732回

ロータリーソング「四つのテスト」

唱歌「春よ来い」

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 「活力あるロータリアン」

毛利髙二会員

会員数４１名 出席義務会員数３６名

３月１０日 出席会員29名 80.56％

２月２４日 MUを加えて 86.11％



●宇野 芳孝会員

妻の誕生日に綺麗なお花をありがとうございました。

●毛利 髙二会員

本日、卓話を担当させていただきます。

●横谷 哲郎会員

2年間いろいろとお世話になりありがとうござい

ました。

毛利髙二会員

委員会報告はありませんが、広報委員会委員長

横谷哲郎会員より退会のご挨拶がありました。

●3月25日付けで淀屋橋本店に異動となりました。

後任の次期支店長には岸和田RCの申送りは行って

います。2年間という短い間でしたが、ありがとう

ございました。

あなたが直接参加することによってロータリーに

活力を与えるのですと述べています。元RI理事の菅

生浩三さんが、ある情報委員長連絡会議でロータリ

ー・クラブの活性化についてお話しています。今日

の卓話はこれを参考にしてお話します。

ロータリー・クラブの活性化はロータリー・クラ

ブの在り方をどのように理解するかによって、色々

と異なって来ます。例えば、ロータリー・クラブを

いわゆる社交クラブと理解するならば、会員の間で

取引上又は社会活動上或いは交際上の機会が豊かに

用意されて、その成果をあげていれば、クラブの活

性化を意味します。つまり、親睦を意味しています。

また、ロータリー・クラブを慈善的な奉仕団体や

ボランティアの奉仕団体と理解するならば、自らの

資金の提供に努めつつ、高齢者、青少年、障害者に

対する対応をはじめ、飢餓、貧困、薬物乱用、災害、

ポリオプラス、非識字、水問題、その他の事由によ

り困窮している人々に人道的な支援に、手を差しの

べる行動を継続して相応の成果をあげていることが、

クラブの活性化を意味します。

従いまして、ロータリー・クラブの活性化のとら

え方によっては相当に異なるものといわねばなりま

せん。ロータリー精神の基本は綱領にも示されてい

ますように「サービスの理念」にあり、人は自分で

生きていくものでありますが、同時に他人のおかげ

で生きることができるものであります。

このサービスの考え方は、ロータリーだけの考え

方ではありません。その基本は不変でありますがこ

のことに気づいていない人々も沢山いますし、気づ

いても実行できないでいる人々もいます。そこでロ

ータリーは、シェルドンやコリンズのモットーに基

づいて「サービスの理念」を提唱し実行しているの

です。

ポール・ハリスは「社会に役立つ人間になる方法

はいろいろあるが、最も効果的な方法は、間違いな

く自分の職業のなかにある」と述べています。

ロータリーのいう職業とは、他人のニーズを充た

すものであり、他人のための職業であります。自分

のための職業から他人の職業への意識の転換こそが、

ロータリーの職業倫理の第一歩というべきでありま

す。

さて、ロータリー・クラブの在り方を職業倫理と

理解すれば、その活性化のための手法とは、サービ

スの理念と職業奉仕の考え方を周知徹底すること、

真の親睦の達成、例会への出席の義務と例会の充実、

会員基盤の維持拡大・新会員への対応・若い会員や

女性会員の獲得、そして有意義な奉仕プロジェクト

の策定と実行である。このように、菅生さんのお話

を要約してお話しました。

今年度の岡本会長のテーマは「活き生きロータリー」

です。本日の卓話は、活力あるロータリアンとさせてい

ただきました。

1988～1989年度のRI会長ロイス・アビーは「ロータリ

ーに活力を・・・あなたの活力を」をテーマにしていま

す。その中で、活力とは行動を意味します。ロータリー

は行動です。ロータリーとはロータリーが何をするかで

す。しかし、あなたなしにロータリーは存在しません。

ロータリーは行動志向の奉仕組織です。ロータリアンが、

ロータリーを生かすのです。

広報委員会

横谷哲郎委員長
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近隣クラブ卓話ご紹介

さて、我がロータリー・クラブにとって必要な活力

とはなにか、職業奉仕の理念は会員皆様にはご理解で

きているとおもいます。いま、創立５０年、５５周年

を経て、なんとなく物足りない感じがするのは真の親

睦、例会への出席率の低下、若い会員の減少と考えら

れます。櫻井年度のときCLPを立ち上げました。クラ

ブ奉仕をクラブ会員奉仕部門とクラブ管理奉仕部門に

分類されました。しかし、何となく機能していない感

じがします。

クラブ奉仕は全員参加するものではないでしょうか

と考えられます。原点にもどって、クラブ奉仕を検討

する必要があるのではと思っています。さらに、例会

の充実のためには会員一人一人が、又はグループの中

で新入会員をご紹介いただきたいものだとお願いいた

します。また、退会会員の復帰、そして会員や元会員

の２代目、３代目の入会も考慮してみてください。こ

れからの３，４，５月が会員増強の期間だと一念発起

してください。

岸和田東ＲＣ ４月 ２日（金）「未定」担当 宮本治子会員

岸和田北ＲＣ ３月３０日（火）「価格競争から価値競争に」川合利明会員

岸和田南ＲＣ ４月 １日（木）「無題」中岸光義会員

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

春分の日
ライラセミナー

振替休日

ﾗｲﾗｾﾐﾅｰ

例会「税務行政の
歴史」熊木豊様

紹介西村政和会員

新ｸﾗﾌﾞｱｯｾﾝﾌﾞﾘｰ

振替休会 後期ｲﾝﾌｫｰﾏﾙﾐｰﾃ
ｨﾝｸﾞ

於.がんこ岸和田五
風荘

地区大会記念ｺﾞﾙﾌ
大会 RAC例会

例会

担当大賀祐造会員

例会

担当雪本 栄会員 地区大会(一日目)

親睦旅行～4/18
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MARCH ～ APRIL ２０１０ ３月 識字率向上月間

(地区ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞより抜粋)


