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「 クラブレベルフォーラム・

国際奉仕部門 」

四四四四つのつのつのつのテストテストテストテスト

真実かどうか

みんなに公平か

好意と友情を深めるか

みんなのためになるかどうか
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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



●岡本 桂四郎会長

２７００回の例会の点鐘をさせていただきます。

一年間よろしくお願いいたします。

●櫻井 新嗣幹事

一年間よろしくお願いいたします。

●全会員より

７／１ ２７００回例会を祝して

●皆見 量政会員

本年度、社会奉仕委員会を担当させていただきます。

宜しくお願いいたします。

●大賀 祐造会員

岡本会長・櫻井幹事、今年度よろしくお願いいたします。

●毛利 髙二会員

１年間クラブ奉仕にご協力お願いします。

●岸田 次郎会員

グルメ会に多数ご参加下さり、ありがとうございました。

●櫻井 昇会員

岡本年度の船出を祝って。

●西明寺 講治会員

職業奉仕委員長として一年間頑張ります。

２００９年７月１日 第２７００回

撞木の授受

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

直前会長・幹事に記念品贈呈

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「新年度を迎えて」

岡本桂四郎 会長／櫻井 新嗣 幹事

会員数４４名 出席義務会員数４０名

7月1日 出席会員32名 80.00％

6月6日 MUを加えて 78.57％

●皆出席者氏名（敬称略）

２００８年７月～２００９年６月

※15年・20年該当者なし

４６年 永井一夫

３７年 片山重幸

３３年 井上一男

３１年 皆見量政

２６年 西村政和

２５年 岡本桂四郎

１０年 茨木孝一

５年 宇野芳孝

●会合報告（6/17-7/1）

6/20 岸和田ﾛｰﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ納会

08-09年度 福岡会長・宇野幹事・浦川委員長

09-10年度 岡本会長・山形委員長・

久松正典会員が出席

6/25 ワイン＆グルメ同好会 於.島之内 たに川

6/26 まちを美しくする市民運動推進協議会総会

坂口一男委員長 (09-10年度)が出席

6/29 社会奉仕部門合同委員長会議(09-10年度)

09-10年度 岡本会長・櫻井新嗣幹事

皆見委員長・坂口委員長・山形委員長が出席

●阪南ロータリーより２５周年記念ＤＶＤが届いて

います。事務局にて保管しておきますので、順次

視聴下さい。

●本日例会終了後、理事会を開催します。

●本日の報告はありません。

お客様
中井 義尚 様
(岸和田東RC)

お客様
朴 燦浩 様
(米山奨学生)

撞木の授受 記念品贈呈



●山形 直道会員

新世代・人間尊重委員会の山形です。一年間、

よろしくお願い申し上げます。

●石本 喜和男会員

例会担当になりました。一年間、ご指導・ご協力を

お願いいたします。

●坂口 一男会員

本年度「環境」でお世話になります。ご協力、よろ

しくお願いいたします。

●宇野 芳孝会員

幹事の次は親睦委員長を仰せつかりました。今年

一年、宜しくお願いいたします。

●雪本 栄会員

ＳＡＡを担当させていただきます。一年間、

よろしくお願いします。

2009～2010年度ジョン・ケニーRI会長は、RIテーマを

「ロータリーの未来はあなたの手の中に“The Future

of Rotary is in Your Hands”」と掲げています。

彼はスコットランドの弁護士で雄弁に語っています。

「ロータリーの未来は、エバンストンにあるRI本部で

形づくられているのではなく、個々のロータリー・ク

ラブによって形成されるのです。すべてのロータリー

・クラブが自立した存在であり、また、自主的に活動

しなければならない。すべてがクラブに始まりクラブ

で終わります。」と強調しています。長期計画は“奉

仕”“親睦”“多様性”“高潔さ”“リーダーシップ”

というロータリーの中核となる価値観を強化し、これを

宣言しています。強調事項として「きれいな水」「保健

と飢餓」「識字率向上」としています。RI第2640地区村

上有司ガバナーは地区テーマを「歴史に学び変革と進歩」

と掲げ、キーワードに「縁づくり」としています。彼は

田辺RCに所属し、弁護士で雄弁です。現在のロータリー

活動は“親睦”と“職業奉仕”と“社会奉仕”を目標と

しているが、その先には「人が争いを避け、互いに助け

合い、平和な社会を築きあげる」ことを大目標とし、こ

れに向かってロータリー道場で修養を続ける同志であり

仲間である。人間は一人では生きられないし、発展も成

長も望めません。

家族があり、友があり、多くの人々との“縁づくり”を

ロータリーの最高の場として生かして欲しいと述べてい

ます。岸和田ロータリークラブ テーマは

「「「「活活活活((((いいいい))))きききき生生生生((((いいいい))))ききききロータリーロータリーロータリーロータリー」」」」
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“人間努力すればするほど迷うものである”

（『若きウェルテルの悩み』：ゲーテ）

裏を返せば努力しなければ何も起こらないのです。

世界不況が吹き荒れる昨今、我国は影響が少ないとの

事ですが、経済だけでなく社会全体に索漢さを感じてい

るのは私だけではないと思います。そこに一筋の光明を

点す起因として我々会員が「元気」に「活動」して楽し

く「生きる」事になればと考えます。

“Youth is not a time of life, it is a state of 

mind”（Youth：Samuel Ullman ）

“青春とは人生のある期間ではなく心の持ちかたを

言う” （『青春』：サムエル・ウルマン）

元気で心意気さえあればいつまでも青春であります。

私は「豊かな人生」とは「感動」を多く覚える事と思っ

ています。我クラブが有するプログラムにメンバー一人

一人が「活動」して「感動」を共有できれば、イキイキ

してクラブが活性化するでしょう。そのために一生懸命

努力し、迷い、「知」「情」「意」をこめて決断する労

を惜しみません。

強調事項強調事項強調事項強調事項

１．ローターアクトへの支援

私は、人は財（たから）だと思っています。次世代

を担うアクターは未来のロータリアンであり共に活

動する事によってお互いに存在感が得られることに

なります。

２．例会の楽しさ

会員一人一人がロータリーの意識を例会に向けて頂

ければ盛り上がると考えます（例えばフォーラムに

おいてスピーカーからフロアーに問いかける）。

３．普段着の活動

会員一人一人が自分の持ち味を生かしましょう。

何も特別な事ではなく、自分のできる事を無理をし

ないで積極的な参加を期待しています。

55年の歴史と伝統に、更にイキイキした「岸和田

ロータリー」に一輪の花を添えられれば幸いです。

「新年度を迎えて」
岡本 桂四郎 会長

「新年度を迎えて」
櫻井 新嗣 幹事

・・・



この度、２００９～１０年度の幹事という大役を仰せ

つかりました櫻井新嗣です。宜しくお願い申し上げま

す。平成１５年４月に入会させていただきました。確

か、ちょうどこの浪切ホールへ移っての初めての例会

にクラブゲストとして出席させていただいたのを覚え

ています。それからようやく丸６年が経過したところ

です。これまで、よほどの用事がない限り、例会に出

席はさせていただいてきたものの、本当に出席してい

るというだけで、ロータリークラブについては全くと

いって良いほど勉強もせずにきました。それが突然に

幹事と言う重要な役割のお話を頂き、不安と緊張で一

杯でした。しかし、岡本会長をはじめ先輩の皆様方よ

りご指導・ご協力いただけるという温かいお言葉を頂

戴し、それでは何とかやってみよう、何とか頑張ろう

と思いました。そして、ようやく新年度の日を迎える

ことが出来ました。心より御礼申し上げます。

先日、田辺で開催されました地区協議会に参加をさ

せていただきました。地区協議会自体初めての経験で、

気楽な気持ちで参加をしたのですが、その中の幹事部

門の会議でパストガバナーの方からクラブ幹事の心得

を教わりました。９か条ほどの心得でしたが、非常に

重要な責務を担っていることを再認識しました。

どこまで出来るかわかりませんが、できる限りクラブ

の調整役として、すべての活動を常に把握し、あらゆ

る事に首を突っ込んで、クラブが効率的に機能出来る

ように一年間精一杯頑張っていきたいと思います。

本年度、岡本会長のクラブテーマは「活き生きロー

タリー」です。会員減少、クラブのマンネリ化などの

問題がある中ではありますが、会員１人１人がより活

動し、感動を共有できる活き生きと、活気あり、また

笑いのある魅力あるクラブにしたいという岡本会長の

想いを、皆様にご理解頂き、ご協力のもと実施してい

きたいと思っておりますので宜しくお願いいたします。

最後となりましたが、本年度、本日７月１日水曜日

の初例会より６月３０日水曜日の最終例会までまるま

る３６５日ロータリー活動が出来ることに感謝し、岡

本会長をしっかりと支え、また、足を引っ張らないよ

うに気をつけながら、各委員長をはじめ会員皆様の少

しでもお役に立てるよう日々努力してまいります。

皆様のより一層のご指導とご支援を重ねてお願い申し

上げまして、ご挨拶とさせていただきます。有難うご

ざいました。

近隣クラブ卓話ご紹介 岸和田東ＲＣ ７月１７日（金） 「私の履歴」 坂本光文会員
岸和田北ＲＣ ７月１４日（火） 「ｸﾗﾌﾞ奉仕・職業奉仕年間活動方針発表」各委員長
岸和田南ＲＣ ７月１６日（木）→１１日（土） 「家族例会」

ＪＵＬＹ～ＡＵＧＵＳＴ ２００９ ７月

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

RAC例会 例会

ｸﾗﾌﾞﾚﾍﾞﾙﾌｫｰﾗﾑ

ｸﾗﾌﾞ管理奉仕部門

クラブ会長会議 例会

ｸﾗﾌﾞﾚﾍﾞﾙﾌｫｰﾗﾑ

国際奉仕部門

雑誌・広報・IT委員
長会議・IM打合せ
会

岡本年度4RC会長
幹事会

例会・ｸﾗﾌﾞﾚﾍﾞﾙ
ﾌｫｰﾗﾑ クラブ会員
奉仕部門

RAC例会

会員増強委員長

会議 会員増強委員長

会議

例会

ｸﾗﾌﾞﾚﾍﾞﾙﾌｫｰﾗﾑ

社会奉仕部門

世界社会奉仕

委員長会議
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