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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 46名 出席義務会員数 42名 

5 月 27 日出席会員 32 名 76.19%  

5 月 13 日ＭＵを加えて     85.71 % 

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 2697269726972697回回回回    

                                                                    2009200920092009 年年年年 6666 月月月月 3333 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   

「留学に向けて 」 

09-10 年度財団奨学生  

山 口 健 太 郎  様 

          紹介 櫻 井   昇  会員 

 

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  2009年 6月 10日(水) 

          振替休会 

6月6日(土) 新入会員歓迎夜間例会 

於：岸和田グランドホール 

 

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 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 年 5 月 27 日 第 2６96 回 

 ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ「Sing!Everyone,Sing!」 

 唱歌 ｢みかんの花咲く丘｣ 

 お客様の紹介  

 中井 義尚 様 （岸和田東RC） 

炭谷 英司 様 （岸和田RAC 幹事） 

 青松 恵美 様 （岸和田RAC） 

 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  

「 一年間の活動報告 」 

岸和田RAC 幹事  炭谷英司様 

「RAC と私」 岸和田RAC   青松恵美様 

今日は、『辛い現実社会で幸せになる法』の話をさせてい

ただきます。 

個人の力では抗いがたい辛い現実の中で、生きていかざ

るを得ないとき、昔の人は、現在人とそっくりな着眼点から

その対処法を考え出しました。中国の周という国の伊氏

は、蓄財にとても熱心な人物でした。召使たちは一日中こ

き使われ、休む暇もなかったそうです。その中に 1 人の老

人がいました。老いた体を主人からこき使われ、昼はうめ

き声をあげながら働き、夜は疲れて眠るだけ。精神はボロ

ボロでした。ところが彼は、毎夜、夢の中で王となって

人々に君臨し、政治や遊びを思うがままにしていました。

この老人にある人が『仕事が大変ですねえ』と声をかける

と、召使は『人生百年として、その間、昼と夜が半分ずつ

あります。昼は召使として辛い思いをしていますが、夜は

夢の中で王様に様変わり、その楽しさは比べようがありま

せん。だからなんの不満もありませんよ』一方、主人である

伊氏の方は、逆に夜な夜な夢の中で召使いとなってこき

使われ、うなされていました。 友人に相談すると、『君は

地位に恵まれているし、財産も有り余っている。いわば人

生の勝ち組じゃないか。それなのに夜な夜な夢で召使に

なる、というのは、苦労と安楽さとが行き来するという世の

習いを反映しているのでしょう。現実でも、夢の中でも、と

もに幸せになりたい、というのはちょっと無理なんじゃない

のかな』こうアドバイスを受けて、召使の使い方をゆるくし

てみたところ、悪夢は少し改善されたそうです。この夢と現

実の境界の曖昧さという着想は、現在の映画の『エルム街

の悪夢』や『マトリックス』です。しかし、これらと比べ大きな

特徴は、ひたすら実用的な観点。それは弱者が幸せを感

じるための知恵として描かれていることではないでしょう

か。もちろん実際には、夢と現実との間で、残念ながら幸

せと不幸せとは均衡などしてくれない。ここで言いたいこと

は、幸せは現実でないところにもあるし、それを悟ることが

できれば、召使いのような弱者でも幸せになれる余地は

十分にある、ということではないでしょうか。喩えるなら、現

在のわれわれが、本や映画などで現実を離れ、ひとときヒ

ーローやヒーロー気分を味わうのとまったく同じ構図にな

ると思います。 

仕事で嫌な目にあった？ じゃあハリウッド映画でも見に

行ってスカットしよう。とか、これと同じ形のささやかな幸せ

の求め方が、昔から繰り返しあるようです。 

さきほど、例にあげた『マトリックス』の映画には、二人の対

象的な人物が登場します。1 人は、どんなに辛く惨めだと

しても、現実に立脚すべきと考える主人公 ネオ。もう 1 人

は、たとえ夢や幻想でも居心地が良ければ一生包まれて

いたいとするサイファー。 

ビジネスや自己現実系の考え方から言えば、ネオのよう

に現実を見て生きるのが、当然の話です。しかし、跳ね返

せないような辛い現実の中にいるなら、サイファーのような

生き方も、手ではないのでしょうか。弱者の苛烈な生き残

りのノウハウかも知れません。ありがとうございました。 

本日は肥後眞弘会員にスピーチをお願いしております。 

肥後会員よろしくお願いします。 

    

    

 例会の臨時変更及び休会のご案内  

高師浜 RC、貝塚ＲＣ、紀ノ川ＲＣ、岸和田南ＲＣ、  

阪南ＲＣ         詳細は事務局まで 

 地区ガバナーより「任意による拉致被害者家族連絡

会支援のお願い」が届いておりますので、ご協力よろし

くお願いします。 

 国際ロータリー日本事務局より、２００９年６月のロー

タリーレートは、１ドル＝９８円と連絡がありました。 

 泉佐野ＲＣより、ＩＭ６組の報告書が届いておりま

す。 

 地区と関西空港ＲＣが共催して開催されました「ロー

タリー活動の紹介・写真展」のＣＤが届いております。 

 ６月～８月の例会はノーネクタイ、上着着用となりま

すので、よろしくお願いします。 

 次年度幹事 

本日例会終了後、次年度理事会を開催しますので、役

員・理事の皆様は事務局にお集まり下さい。 

 

会合報告 

5/16 創立 55 周年記念例会 

5/20 岸和田ﾛｰﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ例会   浦川信司委員長 

5/23 近隣会長幹事会(新旧) 

    大賀ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐・福岡会長・岡本会長ｴﾚｸﾄ 

    宇野幹事・櫻井新嗣次期幹事 

5/27 本日 福岡年度 4RC 会長幹事 SAA 会(新旧) 

      大賀ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 

      福岡会長・宇野幹事・山形 SAA 

      岡本会長ｴﾚｸﾄ・櫻井新嗣次期幹事・ 

      雪本次期 SAA 

5/28  午後 6 時～ 岡本年度ｸﾗﾌﾞｱｯｾﾝﾌﾞﾘｰ 

     午後 6 時 30 分から 新旧合同委員長会議 

     於：うおり 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今期の活動は、４点あります。 

①、8 月 会員増強での交流会 ②、11 月 久米田池

清掃 ③、3 月 チャリティーコンサート ④、5 月 市民

フェスティバル 献血とバザー 以上４つです。 

会員数についてですが、登録は 15 名で実働 9 名、そ

のうち新人が 4 名です。 

新人の紹介 

OB である永野さん、大野さん、以前から新しい方を入

れると言ってはくれていたのですが、なかなかタイミング

が合わなかったのですが、ついに、しつこい私のお願

いに忙しい時間を割き例会に連れてきていただきまし

た。 

名前は中中中中    良輔良輔良輔良輔 

まじめで、誠実なのはもう見るからに分かるのですが、

大の野球好きで現在も草野球をしている。何よりも阪神

ファンで、家で観戦しているときに勝っているときはゆっ

くり見ているらしいのですが、負けているとなると感情の

表れなのでしょう、普段の温厚なイメージからは考えら

れないのですが、怒り散らすらしく、机をたたいて大暴

れする一面もあるそうです。なので、中君を豹変させな

いように、私たちアクトは前に進み続けなければいけな

いと思います。 

櫻井櫻井櫻井櫻井    暢人暢人暢人暢人    

ロータリーの方も知っている方は多いかと思いますが、

OB 永野さんの職場の方である、かたわらウェブデザイ

ナーというのでしょうか？ホームページやプログの開設

を手がける仕事もされている方です。今回の市民フェス

ティバルでの集客は、彼の発案であるバルーンアートを

配布しようという案がなければ、もっと苦労したと思いま

す。子供がバルーンアートの出来上がるのを待ってい

る間に、親御さんにはバザーの品を勧める。完璧にバ

ルーンアートは撒き餌でした。 

阪口阪口阪口阪口    裕美裕美裕美裕美    

笑顔、笑顔、笑顔。これほど笑顔でいられる方は、なか

なかお目にかかれません。物事の見方の多様さ。発想

のすばらしさです。そして、音を聞いてその音が、例え

ば、子犬が遊んでいるようだと、鳴き声に聞こえるという

のではなく物自体をイメージするところは、驚かされまし

た。 

杉本杉本杉本杉本    久実久実久実久実    

明るくまじめで、何事にも積極的に参加してくれました。

ここで紹介しても、今期で卒業してしまうのですが、大

切なメンバーの一人であることは間違いないので、少し

だけ。チャリティーコンサートでは議事録や会計の集計

を作成等、事務的な作業は全てやっていただいたので

はないかなと感謝しています。 

次にチャリティーコンサートについてですが、来場者は

170 名でした。岸和田市民病院へ、CD ラジカセ 3 台、

CD 20 枚を寄贈させていただきました。なぜ、この行事

が成り立ったか？については、8 月の会員増強で、メン

バーに各 1 名ずつでも新人を連れて来てください。と言

い、人を集めてもらいました。そのときに来ていただいた

のが、青松さんのご紹介で参加してくれ、現在もアクト

のメンバーとして在籍していただいております、普段は

パイプオルガンを演奏する阪口さんでした。 

私は、ロータリーに１９８５年、確か４３歳くらいに入会

させていただいと思います。ロータリーに入会させて

いただいた最大の思い出をテーブルの上のコピーを

参考にお話させていただきます。 

その当時、私は４５歳でハンディキャップ１０だったとき

ですが、地区大会の記念ゴルフが大阪ゴルフで開催

されました。泉大津の中島さんがガバナーのときでし

たが、その日はとてもショット、パットが良くて、アウトで

５つのバーディとインで３つのバーディをとりまして、ロ

ストボールをしてトリプルボギーをたたいたのですが、

結果６７の５アンダーで大会優勝をしました。それで、

この年度に伊東市の川奈ゴルフで、世界大会がある

ので参加してほしいと推薦されました。そこに参加さ

せてもらいまして、その素晴らしさが忘れられない出

来事になりました。ロータリーは様々なところで、力を

持った組織であることを実感しました。川奈ホテルを１

週間借り切ったり、テレビに出演しているような解説者

や女の子が来ていました。開会式も壮大な演出でし

た。ロータリーのおかげでそういう経験をさせていただ

きましたし、それからも、いろんな全国のすばらしいゴ

ルフ場へ行かせて頂きました。本当にロータリーには

お世話になりました。 

私の最大の思い出をご披露させていただきました。 

 

                

    

     

            肥肥肥肥    後後後後    眞眞眞眞    弘弘弘弘    会員会員会員会員    

    

            「「「「    一年間一年間一年間一年間のののの活動報告活動報告活動報告活動報告    」」」」    

岸和田岸和田岸和田岸和田RAC RAC RAC RAC 幹事幹事幹事幹事        炭炭炭炭    谷谷谷谷    英英英英    司司司司    様様様様    

    



 

 

それらが日常生活にこれからも役立つ事は言うまでもあ

りません。また、会計も経験させていただいたおかげ

で、主婦になってからの家計管理もわりとすんなりいっ

ているのではないかと感じております。 

 地区代表が岸和田 RAC から選出されたときには地区

大会の準備など大変でしたが、ピンチの時にはロータリ

ーの先生が助けてくださいました。事務の高田さんにも

日頃からお世話になり、ありがとうございました。例会場

も泉州ビルの地下から浪切ホールに移り、おかげさまで

冷暖房のあるきれいな場所で快適に過ごせました。ロ

ータリアンの協力が少ない RAC もあると聞きますが、岸

和田ロータリーからはずっと愛情深く、支援や協力が得

られていることは本当に有難い事です。 

 アクトから得た事は書ききれないほどありますが、他で

は得られる事がなかっただろうと思うことは、人との出会

いだと思います。アクトでは様々な職種の人や様々な

個性をもった人がたくさんいて、その人たちと話す事で

世界が広がり、本当に勉強になりました。また、ロータリ

アンの先生のお話を伺ったり、ロータリーの例会や式典

を見せてもらうことでアクトの活動に参考になることもたく

さんありました。そして、人間としての幅広い魅力をもた

れたロータリアンの方やアクトの先輩と接することがで

き、自分も魅力ある人間になりたいと向上心をもつこと

が出来る環境があったことに、本当に感謝しています。

生意気を言いますが、人間とは弱いもので、回りの環境

に流されたり染まってしまいがちですが、いい人間がま

わりにたくさんいることで、自分も自己中心的でなく、人

を思いやれるいい人間でいたいと思い続けることができ

ると思います。自分が先輩やロータリアンからしていた

だいた事を、後輩にどれだけ出来たのかは分かりませ

んが、今後も何らかの形でお返しできたらいいなと思っ

ています。 

最後になりましたが、成長できるよい場を与えてくださっ

たロータリーの皆様に感謝しております。本当にありが

とうございました。直接伝えるべきだと思いますが、私用

があり、代読という形を取らせていただきました。申し訳

ありません。先生方から見れば、私も含め、アクターは

まだまだ未熟者ですが、どうか先生方の経験や知識を

教えていただき、人間としての成長をさせていただきた

いと思います。先生方の姿を見せていただくだけでも、

勉強になります。また、アクトの活動にも今まで通り助言

やご協力よろしくお願いします。そして、是非ローターア

クトクラブに入会してくださる方をご紹介いただけますよ

う、よろしくお願いします。 

 

彼女の「チャリティーコンサートはしていないの？」という

一言でした。ここで学んだことは、なんといっても、人から

お金を頂く、つまり、商売って大変なことなのだということ

です。私自身も接客業はしているのですが、今回は作り

出す所から関わらせていただきました。人と人との関わり

のついても、たくさん学ぶことができました。市民フェステ

ィバルでの献血は、結果 180 名／225 名（採血者数／受

付者数）、昨年との比較では、170 名より 10 名増となって

おります。大型連休と高速道路 1000 円という事で、午前

中は人がいないのに危機を感じました。なので、献血呼

び込みのビラを手渡しと他の参加者のテントに貼らせてい

ただき、どうにか人の流れが私たちのテントに向いてくれ

るようになりました。その中でも嬉しかったのは、「やって

みるわ」、「今年も来たで」、「先週やったところやからごめ

んな」等と献血に興味がある方が多く見られたことでした。

以上が活動報告です。次に、今年卒業する「杉本久実」と

「池内千晶」から卒業にあたっての文章を預っております

ので、代読させていただきます。 

「「「「アクトアクトアクトアクト卒業卒業卒業卒業にあたってにあたってにあたってにあたって」」」」            杉本久実杉本久実杉本久実杉本久実    

 1 年間という短い期間でしたが、アクトでの活動は家事

手伝い中の私にとってとても貴重な経験となりました。チ

ャリティーコンサートの企画・運営や他地区との交流等、

ボランティア活動や多くの方々との交流を通じて社会とつ

ながりを持ち学び合う機会を頂きました。 

 1 年前、親切にも私をアクトに誘ってくれた友人、そして

温かく迎えてくれたアクトのメンバー、ロータリアンの先生

方に心から感謝致します。ありがとうございました。 

    「「「「岸和田岸和田岸和田岸和田ローターアクトクラブローターアクトクラブローターアクトクラブローターアクトクラブのののの思思思思いいいい出出出出」」」」        池内千晶池内千晶池内千晶池内千晶 

 私が初めてローターアクトクラブという存在を知ったの

は、就職してすぐに岡本桂四郎先生からお話を伺ったと

きでした。それからほどなくローターアクトの例会に連れて

行ってもらい、平成 13 年 6 月から現在まで 8 年間ロータ

ーアクトクラブに所属させていただきました。はじめは、例

会で話している事や用語がちんぷんかんぷんで、しかも

発言を求められるのが恥ずかしかったり、何を話していい

ものなのか全然分からず、とまどいも大きかったです。し

かし、ローターアクトの先生方がよく声をかけてくださった

り、車の運転のつたなかった私を迎えにきて誘ってくださ

ったりしたおかげで、徐々に打ち解けられ、何も分からな

いままでしたが行事に参加しようという思いが強くなりまし

た。そんな中、みかん狩りをして老人施設に寄付するとい

う活動があり、そのときに初めて役割を与えられたことで、

よりアクトの一員としての自覚とアクト活動に積極性が出て

きました。また、地区行事にはほとんど参加をしていなか

ったのですが、先輩方に連れられ、他のアクターに紹介し

てもらったりしてどんどん顔なじみのアクターができること

で、地区行事に参加する楽しみが出てきたのも、このころ

だったと思います。そうしているうちに、アクトの事もだんだ

ん分かるようになり、自分から発言をするという事も自然に

出来るようになっていき、それが職場の会議などでも生か

されていたと思います。また、幹事を任された時も、皆に

分かりやすく時間内に事柄を伝えたり、案内文や報告書

の作り方を考えたり、出欠の確認作業など、今まで経験し

なかった事をやり遂げたおかげで、時間の使い方が上手

くなったり、人に見てもらう文章の書き方も学べる事が出

来たと思います。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラブ数の減少に伴い、比較的、在籍期間の短い会

員で組織することが余儀なくされている今、事業の経

験も浅く、アクトの理念についてもかなり希薄なものと

なってきています。そんな現状のなか、私達は小さな

エネルギーで小さなことをするよりも RAC 同士、カを

合わせ大きなクラブエネルギーをつくりたいと願いま

した。 

活動範囲を広げ、出会いを増やし、それらの中で切

磋琢磨していくという、他にはない形での活動に様々

な可能性と魅力に期待を感じています。活気のある

場所に人は集まります。バックグラウンドの大きなロー

ターアクトでアクターが成長し、仲間が仲間をよべば

ローターアクトの会員増強へとつながっていくのでは

ないでしょうか。 

私達は時折、どうすれば RC の方々と交流を深めるこ

とができるのか、を考えてきました。アクターは、多種

多様な世界でご活躍の先輩ロータリー会員の皆様

に、私達若い世代に対して経験や深い人生訓をお話

頂く機会があれば、と常々願ってきました。ご多忙な

中をぬってのご参加ご協力を求めるのは心苦しいの

ですが、良識ある社会人の人格形成と節度をもった

人間育成に大先輩方の後援は是非とも必要だと考え

ています。その為にもロータリーとローターアクトとの

接点を密にし、また、OB・OG の方々とも互いにキャッ

チボールを増やしていくことが関係を深めることにつ

ながると思います。社会に活路を見いだせないでい

る若者が増えつつある今だからこそ「青年育成」に力

を注ぐローターアクトクラブの必要性を強く感じます。 

私がローターアクトに所属するようになって、初めて心

を動かされたのは、ひとつの言葉でした。アクターは

現代の若者が忘れかけている「助け合い」、「いたわり

あい」を当然のようにしあいます。そして「ありがとう」と

言うと「僕たちも先輩にしてもらったから。今度は僕た

ちの番なんだよ」と、口癖のように言うのです。優しい

この言葉に感謝し、励まされ、私も後輩に、そう言える

ようになろうと思います。 

今回チャリティーコンサートを行うにあたり、思わぬ仲

間の輪が広がり、温かく手を差し伸べて頂きました。

企画が大きくても小さくても縁の下の力は同じ力量で

支え合わなければ均衡が保てないことを痛感しました

し、この感謝の気持ちこそ奉仕の喜びに通じるもので

次の活動につなげていきたい、と思いました。RAC で

の経験は静かにゆっくりと着実に若い私達に試練と

喜びを与えてくださいました。 

また、私共を大きな心で見守ってくださり、時には忍

耐と時間をかけてくださった RC の皆様方に心より感

謝申し上げます。「星の王子様」が言ったように「大切

なことは目に見えない」のです。もっともっと色々な経

験や交流を通じて人が社会が何を求め、私達に何が

できるか、そして小さな弱い立場の人の心に寄り添え

る人としての優しさを培い、社会の役に立つ喜びを次

世代のアクターに伝えていきたいと思います。ロータ

リーの名のもとにローターアクトがあるかぎり、アクトの

目標、理念を重んじ伝統を引き継ぎ、紡いできたひと

つひとつの糸を確実に次につなげていかなければ、

と感じました。 

 

「「「「ＲＡＣＲＡＣＲＡＣＲＡＣとととと私私私私」」」」        

岸和田岸和田岸和田岸和田RACRACRACRAC            青青青青    松松松松    恵恵恵恵    美美美美    様様様様    

    
私が岡本先生の紹介で、30 周年記念式典の準備の真

っ最中に RAC に入会し、早や 4 年が経ちました。岡本

先生の「ちょこっと見においでよ」の「ちょこっと」がこんな

に長い時間をさしていたとは思いもよりませんでした

（笑）。初めて参加したプロジェクトが周年行事であった

ことは、アクトの目的とするものや、歩みについて、じっく

り学ぶことが出来、とても幸運でしたし、岸和田アクトの

気取りのない気風は初めての行事に、心細かった私を

勇気づけてくれました。同年代の人がリーダーシップを

とり、メンバーの得意分野をいかす企画を考え、その企

画担当にあたった人はそれらを更に進展させる努力を

する。行き詰まった時はメンバーが分担し、ロータリーの

方々のアドバイスを参考に実行の道筋を立てていく。そ

の姿は新鮮で、私に「困難への立ち向かい方」「入口は

ひとつではない」ことを教えてくれました。 

30 周年記念式典という形の中で岸和田ローターアクトク

ラブＯB・OG の方やロータリー，他クラブの方々と交流

を深めたこと、自ら企画し、準備を進めたものが、成功し

た瞬間を多くの仲間と共に共有できたことの感動は忘

れることが出来ません。 

私達ローターアクターは、奉仕活動そのものに目的が

あるのではなく、そのクラブライフの中から指導的資質

に富み、更に地域社会への奉仕と良き職業人、良き市

民になることが期待されています。精神的に大人の会

員で構成されるローターアクトは意欲的なプロジェクトを

実施でき、また自立した活動ができます。RAC は多くの

意味で若いカとロータリーの豊富な経験および献身と

の間の架け橋になることができるのです。今回のチャリ

ティーコンサートを行うにあたり、私達の目的はふたつ

ありました。まずひとつ目は、RAC の目的である「地域

貢献を通して私達の活動を知ってもらうこと」、二つ目は

「他クラブとカを合わせ大きなエネルギーをつくること」

でした。 

ローターアクトクラブはちょうど仕事を覚える年代ですの

で職場や同僚との関係もあるでしょうし、やり辛いことも

あるのでしょう。しかし、それだけでなく、若者の考え方

も急速に変わりつつあるように思います。とあるロータリ

ーの先生が「今の若者は『前例がない』ことはできない」

と、嘆かれたことがあります。私達の世代は物が豊かな

社会に甘んじて「自分で学びとる」ということが苦手な傾

向にあります。ゲームやインターネットから、たえず、入

ってくる情報を自分の好みに合わせてクリックし、選択し

たものを自分の考えだと勘違いしてしまいがちです。

「なぜ」を考えず、疑問をもたないのが今の若者の姿で

す。辞めていくアクターの理由で最も多いのが、「時間

がない・お金がない」そしてこれが一番悲しい「メリットが

ない」です。皆で作り上げていくことに価値が見出せな

いのです。RAC は「与えてもらう」場所ではありません。

あくまで「自分で学んでいく」場所なのです。プロジェク

トを企画・立案しチャレンジする精神をつちかい、さまざ

まな経験を通して前例がないことを出来るようになって

いくのが RAC だということを私は先輩方の姿から学びま

した。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAY～JUNE 2009       ６月 ロータリー親睦活動月間 

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

３１３１３１３１    

    

 
 

1 1 1 1 ＪＵＮＥＪＵＮＥＪＵＮＥＪＵＮＥ    

        

    

２２２２    

    
    
ＲＡＣ例会 

 
 

3333    

 
例会「留学に向けて」
財団奨学生 山口健

太郎様 
 紹介 櫻井昇会員 
 

4444    

    

    
 
 

5555    

    
 
 

 

6666    

    

新入会員歓迎夜間例会 
於.岸和田ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎｰﾙ 

７７７７    

    

    
 
 

８８８８    

    

 

    

９９９９    

    

    
 
 

１０１０１０１０ 

 

 例会 振替休会 
 
  

 

１１１１１１１１    

    

    
 
 

１２１２１２１２    

    

 
 
 

１３１３１３１３    

 

 
 

１４１４１４１４    

    
 

 

１５１５１５１５    

    

１６１６１６１６    

    
 

 

１７１７１７１７        

 
例会「退任の挨拶」 

福岡敏文会長、宇野
芳孝幹事 
ＲＡＣ例会 

１８１８１８１８    

    
 

 
 

１９１９１９１９    

    
 

 
 

２０２０２０２０    

 
 

 

２２２２１１１１    

    

 
 

２２２２２２２２        

        

    

２２２２３３３３    

    
    

 
 
 

２４２４２４２４    

 
例会休会 

  
 

２５２５２５２５    

    

    
 

 

２６２６２６２６    

    
 

 
 

２７２７２７２７    

    

財団奨学生 
ｵﾘｴﾝﾃー ｼｮﾝ 

 

 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        6 月 12 日（金） 「木づかいで地球を救え」 杢保正夫会員 

岸和田北岸和田北岸和田北岸和田北ＲＣＲＣＲＣＲＣ        6 月 9 日（火） 「商工会議所地域力連係拠点への課題」 

                    岸和田商工会議所 企画業務部長 西岡敷房様 

岸和田南岸和田南岸和田南岸和田南ＲＣＲＣＲＣＲＣ        6 月 11 日（木） ｢性善説と性悪説｣ 貴多野泰夫会員 

6666 月月月月    会員誕生日会員誕生日会員誕生日会員誕生日    

    4 日 浦川 信司 会員 

   21 日 中塚  清 会員 

   22 日 岡本 桂四郎 会員 

6666 月月月月    結婚記念結婚記念結婚記念結婚記念日日日日    

19 日 肥後 眞弘 会員 

   2２日 才門 三郎 名誉会員 

    

 福岡 敏文 会長         
55 周年無事終えられました。皆様の協力に感謝します。
ありがとうございました。 

 宇野 芳孝 幹事          
創立 55 周年記念例会にて、表彰して頂きありがとうござ
いました。 

 皆見 量政 会員        
55 周年記念例会、無事終了致しました。担当委員長様
はじめ委員の皆様、御協力誠にありがとうございました。 

 室田 光重 会員 
創立 55 周年記念事業で総務を担当させて頂きまして、
またニコニコ賞を頂きましてありがとうございました。 

 肥後 眞弘 会員 
本日３分間スピーチをさせていただきます。先日のゴル
フ同好会の成績はブービーでした。 

 毛利 髙二 会員 
先日のゴルフ同好会で「愛の教え」で優勝しましたので。 

 大橋 寛順 会員          
４月より５月始めまで行事が重なり例会を欠席致しまし
た。 

 浦川 信司 会員 
アクトのメンバーが卓話をさせていただきます。よろしくお
願いします。 


