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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
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みんなのためになるかどうか

次回の卓話

2010年4月21日（水）

「未定」担当 梶野和一郎会員

～例会終了後～

小西ガバナー補佐・ｸﾗﾌﾞｱｯｾﾝﾌﾞﾘｰ

今週今週今週今週のののの例会例会例会例会 第第第第2736273627362736回回回回
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ロータリーソング「四つのテスト」

唱歌「さくらさくら」

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

「武士道の根源」

大賀祐造会員



2010年４月７日 第2735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」

お客さまの紹介

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 「雑感」大賀祐造会員

岡本桂四郎会長

会員数３９名 出席義務会員数３４名

４月 ７日 出席会員２９名 85.30％

３月２４日 MUを加えて 86.11％

●4月3日に前川篤会員が突然亡くなられ、翌日ご家

族とお会いして参りました。謹んでご報告申し上

げます。

●4月5日地区大会記念ゴルフ大会への参加ありがと

うございました

●4月6日岸和田RAC例会に山形委員長と参加しまし

た。

●3月20日の第29回ライラセミナーが無事終了し、

丸山信仁委員長から感謝と共に報告がありました。

●「和歌山サンライズRC」が新たに結成され仮クラ

ブとして4月13日から例会が開始されます。

●4月17日に前川篤会員のお別れ会が執り行われます。

詳細は決定次第ご連絡します。尚このため4月17日

～18日のゴルフ大会は中止とします。

●亀井茂会員

ちょっと嬉しいことがありました。

●伊丹克介・西明寺講治・宇野芳孝・雪本栄会員

4/5（月）地区大会記念ゴルフ大会で白浜ゴルフ倶

楽部に行ってきました。

●大賀祐造会員

今日の卓話当番させていただきます。よろしく。

●浦川信司会員

しばらくご無沙汰いたしました。妻の誕生日にきれ

いなお花をありがとうございました。

●久禮三子雄会員

長らく勝手させていただきました。四月から復帰さ

せて頂きます。

●大橋寛順会員

先週インフォーマルミーテイングを急用のため欠席

をしました。

４月誕生日 片山重幸会員・能勢貴夫会員

４月結婚記念日 梶野和一郎会員・加藤二朗会員

４月結婚記念日 毛利髙二会員



大賀祐造会員
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近隣クラブ卓話ご紹介

岸和田東ＲＣ ４月２３日（金）「街頭犯罪の抑止について」

岸和田警察署生活安全課長 警部 高嶋修一様

岸和田北ＲＣ ４月２０日→１８日（日）「地区大会」

岸和田南ＲＣ ４月２２日→１８日（日）「地区大会」
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新ｸﾗﾌﾞｱｯｾﾝﾌﾞﾘｰ
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例会(補佐訪問)

担当梶野和一郎会
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RAC例会

例会

担当浦川信司会員

昭和の日

憲法記念日 みどりの日

RAC例会休会
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２組１組

３組 ４組 ５組

前川篤会員には４月３日急逝されました。

ご冥福をお祈り申し上げます。合掌



世話人 世話人

1組 井上一男 大賀祐造 岡本桂四郎・奥 藤喜雄・雪本栄・角家篤

2組 亀井 茂 櫻井 昇 久松正典・梶野和一郎・西明寺講治・櫻井新嗣

3組 中塚 清 福岡敏文 毛利髙二・加藤二朗・家村浩和・石本喜和男

4組 西村政和 室田光重 武田利治・肥後眞弘・山形直道・高松正剛

5組 片山重幸 前川 篤 西秦好郭・坂口一男・久禮三子雄・宇野芳孝

大賀祐造会員 櫻井 昇会員

中塚 清会員
西村政和会員

岡本桂四郎会長 久禮三子雄会員片山重幸会員


