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岸和田ＲＣ会長テーマ 

魅力魅力魅力魅力あるあるあるある    

ロータリーロータリーロータリーロータリーにににに    
Be AttractiveBe AttractiveBe AttractiveBe Attractive    

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員数 51名 出席義務会員数 47名 

7 月 30 日出席会員 30 名 63.83 %  

7 月 16 日ＭＵを加えて      74.47% 

会 長  福 岡 敏 文            広 報 委 員 会 

幹 事  宇 野 芳 孝           委員長 雪  本   栄 

岸和田ＲＣ会長テーマ               魅力魅力魅力魅力あるあるあるあるロータリーロータリーロータリーロータリーにににに    Be AttractiveBe AttractiveBe AttractiveBe Attractive 

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 2222659659659659回回回回    

                                                                    2008200820082008 年年年年 8888 月月月月 6666 日日日日    

 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」 

 「ロータリーの綱領」唱和 

 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「ｸﾗﾌﾞﾚﾍﾞﾙﾌｫｰﾗﾑ・国際奉仕部門」 

茨木孝一国際奉仕委員長 

毛利髙二世界社会奉仕委員長 

西村政和ファンド委員長 

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   

2008年 8月 13日(水) 例会休会 

2008年 8月 20日(水) 

「 人が育んだ豊かな自然-里山 」 

神於山保全クラブ 理事長 相良長昭様 

           事務局長 田口雅士様 

紹介：坂口一男会員 

 

両手両手両手両手をををを揚揚揚揚げてげてげてげて    

１．葛城に昇る朝日に両手を揚げて 

奉仕の理想を迎えよう 

すばらしい明日を築く 

我ら岸和田ロータリークラブ 

２．茅渟の海に沈む夕日に 

両手を挙げて 

四つのテストを讃えよう 

輝く未来を築く 

我ら岸和田ロータリークラブ 

奉仕奉仕奉仕奉仕のののの理想理想理想理想    

奉仕の理想に集いし友よ 

御国に捧げん我等の業 

望むは世界の久遠の平和 

めぐる歯車いや輝きて 

永久に栄えよ 

我等のロータリー 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２００8 年 7 月 30 日 第 2６５8 回 

 ロータリーソング 「R-O-T-A-R-Y」 

 唱歌 「夏の思い出」 

 お客様の紹介 

中井義尚 様 （岸和田東 RC） 

角家 篤 様 （クラブゲスト）   

 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  「クラブレベルフォーラム 

クラブ管理奉仕部門」  

皆見量政ｸﾗﾌﾞ管理奉仕委員長 

西明寺講治例会委員長 

雪本 栄広報委員長 

櫻井新嗣親睦活動委員長 

 例会の臨時変更及び休会のご案内  

関西国際空港 RC、りんくう泉佐野 RC、阪南 RC、 

紀ノ川 RC           詳細は事務局まで 

  

本年度テーマ 魅力あるロータリーにする為に、皆様が

今以上に魅力的になって頂きたいと思います。『いい男

の条件』という本を出版された、ますい志保さん（銀座の

クラブふたご屋のママ）ですが 30 万部のベストセラーに

なったそうです。 

成功する男性のタイプが変わってきているそうです。少

し前までは、いわゆる『俺についてこい』タイプというか、

強力なリーダーシップを発揮する人が出世していたもの

でした。ところが今は、周囲の共感を得ながら進むタイ

プの方が成功を収める傾向にあるみたいです。成功す

る人は、必ずいいブレーンを持っています。人の意見

にきちんと耳を傾けられるから、上から引き上げられ、下

からは押し上げてもらえる。いい男は人こそが財産だと

いうことをわかっています。義理人情に厚く謙虚で誠実

だからこそ、ますますいい人が寄ってくるのでしょう。 

今、いわゆる『つなぐ』ことができる男は本当に強いと思

うのです。異なった職種の人どうしをつないだり、巻き込

んだりすることで、より大きな仕事ができるからです。 

誰が何と言おうと自分の道を突き進む人や、目的の為

には争いも辞さないタイプが成功すると信じられていた

のは組織がピラミッド型だったころの話で、自分が中心

になって人々を回していく現在の『コマ型組織』では、

いかに周囲の人々を巻き込めるかが勝負なのです。伸

びる男は、むやみに敵をつくりませんし、敵だった人た

ちでさえ味方につけてしまうものです。 

最近どうも、若い頃から囲碁をなさっている方に成功者

が多いように思います。囲碁というのは、いかにうまく石

をつないで領域を広くするかが勝負です。わずか石を

取った、取られたと騒ぐのではなく大局で流れが見えて

いる人が勝つ。仕事も人生も同じことがいえるのではな

いでしょうか。いい意味で妥協することも必要でしょう。 

ビジネスを成功させるには、ときには意見の違う相手に

も歩み寄れる部分は歩み寄って着地させなければなり

ません。乱暴に急降下するのではなく、いろいろな人の

意見を聞き、誰のプライドも傷つけず、フウァと着地、い

わばソフトランディングが上手であれば最高でしょう。 

    

    

 皆見量政会員        

本日、クラブ奉仕部門の卓話をさせていただきます。 

１年間よろしくご協力の程、お願い致します。 

 西明寺講治会員                  

本日、卓話をさせていただきます。 

 雪本 栄会員          

本日、卓話をさせていただきます。 

 櫻井新嗣会員          

本日、卓話をさせていただきます。 

 西秦好郭会員          

先週、欠席しましたので。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ですから最低限、周りの方への配慮を兼ねたマナーを

わきまえた方が、人もお金も味方につけられるもので

す。 

仕事の為に私生活を犠牲にすることも厭わないような男

性が出世したのは過去のお話。 

これからは、遊びも家庭も大事にするワークライフバラン

スの取れた男が伸びていくと思います。最後に成功さ

れている方は自分の日々の生活を、オープンにされて

いる方が多い。プライベートも弱みを見せるわけです。

そうする事で、周囲はその人に裏表がないと感じ取るの

です。私生活を見せる文化のない日本ですから、自己

開示もこれからは必要ではないのでしょうか。 

 

『魅力のある男』 旧型 ＶＳ 新型 

旧   型 新   型 

『俺についてこい！』とい

う親分肌 

周囲の理解を得て人を

『つなぐ』 

一つの分野を極める 専門外のことにも興味を

もてる 

何事にも妥協しない どんな状況でも楽しむ余

裕を持つ 

仕事も付き合いも徹夜を

いとわない 

時間を区切って行動でき

る 

弱みを一切見せない プライベートや弱点も見せ

られる 

 

会合報告 

７月２６日 社会奉仕委員長会議 於.うお健 

  大賀祐造ガバナー補佐 

 

わかってくれない人たちに怒鳴り散らかすのではなく、自

分からその人たちをわかろうとする。もし『わかってくれな

い奴はいらない』と切り捨ててしまえば、戦力は半減しま

す。でも、わかってくれない人たちをチームに加えたら、

30％くらいの力なら出してくれるかもしれない。そしても

し、わかってくれている人たちが 100％の力を出してくれ

たら 130％の結果が出せる。会社はわかってくれない人た

ちにもペイしているわけだから、働いてもらわないのはもっ

たいない。 

囲碁をされる方は、勝つためのルール、定石をたくさんご

存知です。だからこそ、ビジネスにおいても一つの勝ち方

に固執しない。何年か後に勝つことさえできれば、今日明

日の勝敗にこだわらないところがあります。ときには撤退

することは、決して敗退ではありません。負けるにしても明

日につながる負け方をすればいいんです。何ものぞみの

グリーン車に乗ることだけが、東京に行く方法じゃないで

しょう。ひかりやこだまの自由席だって、東京にちゃんとつ

きます。むしろお弁当をゆっくり食べて、窓からの景色を

楽しみながら旅をした人のほうが、いろいろ素養が身に付

くことだってあるかもしれません。実際に成功した方は、本

当にいろいろな経験を積んでいるものです。今までは『脇

目もふらずにこの道一筋』というタイプが出世してきまし

た。でも最近はそうでもない。極端な専門職でもない限

り、これだけ世の中が複雑に多様化する中、いろいろなこ

とに興味をもって、回り道や寄り道をいっぱいしていない

と、時代が何を要求しているのかわからないと思います。

だから新聞や雑誌やインターネットなど二次的情報だけ

でなく、扉を開けて表に出て、自分の足を運んでみるとい

うことが重要だと思います。群を抜いて伸びている方に限

ってミシュランに載っているお店のこともよくご存知です。

又一番魅力的なのは、ミシュランの店からサイゼリアの

100 円ワインまで自然体で楽しめるような人。何か気に入

らないところがあると感じても文句ばかりいうのではなく、

それを逆手にとるくらいで、周りの人を巻き込んで楽しくで

きる人に男の余裕を感じるそうです。 

時間に几帳面で気持ちの切り替えが早い方もこれから伸

びると思います。お酒の引き際をわきまえた飲み方をされ

る方は、お仕事も時間を区切ってきちんとされている方と

いう印象が強いのです。お店の女の子の扱いも同じで

す。お店が終わった後のアフターはあくまで強制ではあり

ません。『カネを払ったのだから』と、無理やり連れ出すよ

うな遊び方をされている方は、会社でも引き際や妥協を知

らず、かつ時代錯誤なワンマンぶりを発揮されているので

は。日本の場合、恵まれない住宅事情などがあって、自

宅にお招きする代わりにクラブでお仕事の話をする、とい

うシステムが機能しているわけです。欧米であれば、お客

様や部下をお招きしてコミニュケーションを図るホームパ

ーティーに等しい部分があります。 

8888 月月月月    会員誕生日会員誕生日会員誕生日会員誕生日    

    ７日 久禮三子雄 会員 

    ８日 角 家  篤 会員 

   16 日 西村 政和 会員 

   16 日 北條 博史 会員 

   23 日 高松 正剛 会員 

   30 日 雪 本  栄 会員 



 

 

 

クラブクラブクラブクラブ管理管理管理管理奉仕委員会奉仕委員会奉仕委員会奉仕委員会    

皆見量政皆見量政皆見量政皆見量政委員長委員長委員長委員長    

    

例会委員会は、委員長西明寺講治、副委員長西泰

好郭会員、委員北條博史会員・坂口泰通会員計 4 名

で今年度は活動させていただきます。 

活動計画 目標［方針］といたしまして、本年度の岸

和田ロータリークラブのテーマである「魅力あるロータ

リーに」を念頭に、委員会活動を行うことと、クラブ活

動の原点である「例会出席」の重要性を強調し、出席

率の向上を図る事とさせていただきました。 

実施計画といたしまして、 

１．魅力あるロータリーにするためにも卓話の時間が

非常に大切だという事を再認識したい。 

２．強化月間は関連委員会のフォーラムを行う。 

３．会員担当の卓話は名簿の順でお願いする。 

４．新入会員の「私の履歴書」は、出来るだけ早く実

施する。 

５．55 周年事業活動に積極的に参加する。 

の 5 つをあげさせていただきました。 

 例会委員会は従前のプログラム委員会と出席委員

会が一つになったものです。クラブ細則では「この委

員会は、特に本クラブの例会への出席と、本クラブの

例会に出席できない場合の他クラブへの出席を奨励

し、全会員に出席規定を周知せしめ、出席を良くする

ためのより良き奨励策を講じ、そして出席不良の原因

となる諸事情を確かめてこれを除去する事に努めるも

のとする。 

本年度クラブ管理奉仕委員会の皆見です。副委員長

の大橋会員と二人で担当致しますので、よろしくお願い

致します。ご承知のように、昨年度からいち早く CLP をし

ておりますので、属する委員会は例会・広報・親睦活動の

３委員会になりますが、ボリュームとしては、例会には、プ

ログラム・出席、広報には、会報・雑誌・記録資料・IT 他、

親睦活動には、ファミリーという従来の多くの委員会が集

約された形になっています。また、会員減少も影響して各

委員会の負担は大きくなっていますが、会員の皆さんは

本年の目標を達成するために積極的に取り組んですばら

しい計画を立てていただいております。後程、発表してい

ただきます。 

５月１１日の本年度の地区協議会では、クラブ管理奉仕

部門として、以下のような話がありました。 

例  会 ～[ にこやかに楽しみに出席してもらう ]・[ い

きいきとした例会になるように ]・[ 一番大きな会議は例

会である ]・[ ファーストネームで呼び合う ]・[ 歌をうたい

ましょう ]・[ 食事を共にしてロータリーの情報を共有す

る ]・[ 家族会をする ] 

雑誌広報～[ ホームページを見る人と見ない人との情報

格差が大きい ]・[ 日本はロータリーに対する認知度が低

い ]・[ クラブ記事投稿 ]・[ ロータリーの友のインターネ

ット速報の活用 ]・[ メディアの活用 ] 

I  T    ～[ クラブの事務局を充実する ] 

出  席  ～[ 出席することがクラブに奉仕する ] 

３委員会の皆さん方が頑張っていただいておりますので、

クラブ管理奉仕委員会の手引を再確認して勉強致したい

と思います。 

委員長としての就任期間中の責務 

（クラブ管理奉仕委員会の手引より） 

・ 定期的に委員会会合や活動を計画し、実施する。 

・ 各委員が引き受けた責務が、責任を持って果たされ

るよう確認する。 

例会例会例会例会委員会委員会委員会委員会    

西明寺講治西明寺講治西明寺講治西明寺講治委員長委員長委員長委員長    

    

・ 委員会の活動や進展について、クラブ会長、理事

会、クラブ全体に報告する。 

・ 多クラブ合同の活動について該当する地区委員会と

協力する。 

・ 委員会委員の仕事と努力を評価する。 

本年度の目標、実施計画にそって各委員会の協力を得

ながら、会長方針が達成できるように努力致しますので、

今年一年よろしく御支援下さいますようお願い致します。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度、広報委員会を担当させていただく雪本です。よ

ろしくお願いします。私と高松正剛副委員長、石本喜和

男会員、坂口一男会員の４名のメンバーとなっておりま

す。広報委員会は、前年度より「クラブ会報」、「雑誌」、

「広報・記録・資料・IT 化」の三つの委員会が統合されて、

一つの委員会となったものです。従って、大きく三つの柱

が目標として挙げられます。「広報活動」、「ロータリー機

関誌の紹介」と「会報紙の発行」の三つです。 

 

ロータリーの雑誌につきましては、手続要覧の RI 細則

第２０条に機関雑誌の規定があります。機関雑誌の目

的は、RI の目的とロータリーの綱領の推進について、理

事会を助ける媒体としての役割を果たすことであり、クラ

ブの各会員が有料購読者とならなければいけなく、本

人が会員となっている限り、その購読を続けなければな

らないと記載されております。 

また、ロータリーの広報は、手続要覧では、一般の人々

にロータリーについての情報を提供し、クラブの奉仕プ

ロジェクトと奉仕活動を広報する計画を立て、この計画

を実施するものであると掲載されております。 

委員会としては、クラブのホームページ等を活用して、

ホームページ特有の利便性・簡便性を生かし、タイムリ

ーな情報発信で、当クラブの活動情報を広報できれば

と考えております。 

会報の作成につきましては、今回二度目の担当となりま

すので、前回の経験を生かし、「読みやすく、情報の記

録と発信を正確に行うこと」に配慮して、充実した紙面

を作成していきたいと思っております。できるだけ多くの

会合や事業に参加して、誌面の充実に努力していきた

いと思います。会員皆様方のご理解とご協力をよろしく

お願いいたします。 

少ないメンバーではありますが、優秀なメンバーですの

で、それぞれについての担当委員を決め、各委員会や

行政・各種団体に理解と協力を求めて、出来るだけ多く

の情報・記録・資料の収集や発信、広報活動に努力し

たいと思います。 

また、本年度は創立５５周年の記録をまとめることも重

要な仕事の一つであります。 

５５周年実行委員会のご指示をいただきながら、周年事

業への協力参加に努めながら、記録の編纂に努力した

いと思います。 

あらためて、皆様方のご協力をお願い申しあげまして、

私の担当を終わらせていただきます。 

 

定例会合に責任を持ち、クラブ管理奉仕の全活動につい

ての理事会に報告するものとする。出席は、すべてのクラ

ブ会員があらゆるロータリーの会合に出席すること－これ

には、地区大会、IM（都市連合会）、地域大会および国

際大会への出席も含まれる－を奨励する方法を考案する

ものとする。プログラムは，本クラブの例会および臨時の

会合のためのプログラムを準備し、手配しなければならな

い」とされております。 

「出席規定を周知せしめ」となっておりますので、この機会

に定款の第 9 条出席 第 1 節一般規定を申しあげます。

「各会員は本クラブの例会に出席するべきものとする。会

員が例会に出席したものとみなされるには、例会の少なく

とも60パーセントに出席するか、または、会合出席中に不

意にその場を去らなければならなくなった場合、その後そ

の行為が妥当であるとクラブ理事会が認める理由を提示

するか、または、次のような方法でメークアップしなければ

ならない」と規定され、例会の前後 14 日間の 7 種類のメ

ークアップが認められています。定款第 9 条第 1 節一般

規定の所を参照していただければと思います。 岸和田

ロータリークラブのクラブ細則第 13 条「例会の順序」で

は，（8）ニコニコ箱披露の次（9）には「卓話または他のプ

ログラム」と記載されています。 

今年度の活動目標を先程のべましたが一生懸命頑張りま

すので、ご協力の程宜しくお願い致します。 
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RAC 移動例会 

(予定) 
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例会 「人が育んだ 
豊かな自然―里山」 

田口雅士様 
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皆さんこんにちは。親睦活動委員長をさせていただきま

す櫻井です。宜しくお願いいたします。今年度は大崎

副委員長・中山委員・藤原委員・横谷委員の 5 名でスタ

ートさせていただきます。本来、私は副幹事ということで

宇野幹事のお手伝いと見習いを一年間頑張ろうという

ことで考えていたのですが、ある日突然に福岡会長か

らお電話を頂き「親睦の委員長やってくれへんか？」副

幹事ということもあり、丁重にお断りさせていただこうと思

い、喋りかけたところ、「断ったらわかってるんやろうな

あ！！副 SAA の雪本栄さんが広報の委員長受けてく

れてんねん」という感じで断る隙を与えない鮮やかな攻

撃を受け「はい、喜んで」と言わざるを得ない状況にな

ってしまいました。あとで冷静になって考えて見ますと

私は入会以来、親睦活動委員会に所属したのが 3 ヶ月

だけという事でまったくわかっていない事に気がつきま

した。いろいろな段取りもわからず、年度スタート前から

皆様にご迷惑とご心配を、おかけしております。そこは

ベテランの大崎副委員長がいらっしゃいますので且しく

お願いいたします。クラブ細則を見てみますと「この委

員会は会員間の知り合いと友誼を増進し、用意された 

岸和田ＲＣ会長テーマ               魅力魅力魅力魅力あるあるあるあるロータリーロータリーロータリーロータリーにににに    Be AttractiveBe AttractiveBe AttractiveBe Attractive 

近隣近隣近隣近隣クラブクラブクラブクラブ卓話卓話卓話卓話ごごごご紹介紹介紹介紹介 
岸和田東岸和田東岸和田東岸和田東ＲＣＲＣＲＣＲＣ        8 月 22 日（金）  「禁煙支援グッズについて」 和田史子会員 

岸和田北岸和田北岸和田北岸和田北ＲＣＲＣＲＣＲＣ        8 月 19 日（火）  「クラブフォーラム」 （会員増強） 根来文男委員長 

岸岸岸岸和田南和田南和田南和田南ＲＣＲＣＲＣＲＣ        8 月 21 日（木）  休会     

ロータリーのレクリエーション及び社交的諸活動への参

加を全員に奨励し、本クラブの一般目的への遂行上会

長または理事会が課する任務を果たすものとする。」と

なっております。 

それにならいまして本年度の目標は本年度 RI テーマ

「Ｍａｋｅ  Ｄ r e a m s  R e a l」・岸和田ロータリークラ

ブのテーマである「魅力あるロータリーに B e  A t t r a 

c t iv e」を念頭に置き、会員間の親睦を図るためにロー

タリーのレクリエーション及び社交的諸活動への参加を

奨励する。ロータリーファミリーヘのロータリーの活動に

参加を促すとともにロータリーの情報を提供し理解と親

睦を図る。 

活動計画 

1.例会の受付   2.ゲスト〔お客様〕のお世話 

3.冠婚葬祭のお手伝い   4.新入会員歓迎会 

5.忘年例会   6.家族例会   7.夜間例会 

8.創立 55 周年事業への参画 

9.誕生日・結婚記念日のお祝い 

例年通りの事業に加えまして 55 周年の事業との連携を

しまして、より良い親睦がはかれるように努力をしてまい

りたいと思いますので宜しくお願いいたします。 

 


