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「敗者復活に賭ける青春」

前川 篤会員
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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

R-O-T-A-R-Y

That spells Rotary;

R-O-T-A-R-Y

Is known on land and sea;

From North to South,

from East to West.

He profits most who serves 

the best;

R-O-T-A-R-Y

That spells Rotary.

R-O-T-A-R-Y



●会合報告

・7/15に開催されたローターアクトクラブ例会には

山形新世代委員長、中井副委員長、櫻井幹事そして

私が出席しました。

・7/18(土)ＩＭ（６組）会長会議があり、今年のＩＭ

を平成21年11月28日（土）に全日空ゲートタワーホ

テル大阪にて、りんくう泉佐野RCをホストクラブと

して開催されます。テーマは「環境を考える」、

サブテーマとして「輝いて生きる」と標し、講師に

バイマーヤンジンさんをお招きすることになりまし

た。

・次に同日、近隣クラブの会長・幹事会があり、社会

貢献活動についてどんなことをするのかが発表され、

・岸和田北RC：エイズ啓発講演会を平成21年11月

25日（水）に、山滝中学校にて開催：

講師に五島真理為氏（エイズカウンセ

ラー）

・岸和田南RC：タイで井戸水の提供活動

などがあり

我々岸和田RCは平成22年2月21日（土）に開催される

泉州国際市民マラソン大会への協力をすることを発表

して参りました。
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ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ「 Sing!Everyone,Sing!」

唱歌「われは海の子」

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「クラブレベルフォーラム

クラブ会員奉仕部門」

クラブ会員奉仕 毛利髙二委員長

会員増強 大賀祐造委員長

ロータリー情報規定 片山重幸委員長

会員数４４名 出席義務会員数４０名

7月22日 出席会員29名 72.50％

７月8日 MUを加えて 85.00％

岡本桂四郎会長

例会委員会 能勢貴夫委員

●例会臨時変更

貝塚RC・岸和田南RC

詳細につきましては事務局まで。

●テーブルの上のお菓子は、親睦活動委員会のみなさん

からの差し入れです。どうぞお召し上がり下さい。

櫻井新嗣幹事

お客様：岸和田東RC 片山智信様



今年度、クラブ会員奉仕委員長を担当させていただ

きます。室田副委員長とともに、よろしくお願い申し

上げます。

櫻井会長年度よりCLP体制が充実され、クラブ奉仕部

門は「クラブ会員奉仕」と「クラブ管理奉仕」に分け

られました。「クラブ管理奉仕」は茨木委員長をはじ

め、各委員方にお任せしますが、これからも連携をし

ていかなければなりません。既に、７月８日例会での

クラブ管理奉仕部門のクラブレベルフォーラムで例会

委員長の石本ノミニーが岡本会長のテーマとした「活

き生きロータリー」の趣旨のもと、実行計画をお話に

なられました。例会の活性化が一番であり、これから

の岸和田ロータリーの進む道しるべを示しておられる

のではないか、と当を得たお話をされたと思っており

ます。

クラブ会員奉仕委員会 毛利髙二委員長

２００９～２０１０年度「会員増強委員会」はクラ

ブ会員奉仕委員会の毛利委員長、室田副委員長のもと、

大賀委員長、岸田副委員長、覚野博夫委員、武田利治

委員、肥後眞弘委員の５名で構成されています。この

委員会はさらに会員選考、職業分類をもカバーしてい

ます。つまり会員増強の全責任を持たされているとい

えます。また退会防止まで視野に入れるとすると幅広

い活動が要求されるでしょう。

さて、今年度の活動計画として以下の目標、計画を

挙げさせていただきました。言うは易く、行なうは

難しです。

目標[方針]

・会員数、年度内純増１名を達成する。

・会員の退会防止に努力する。

・会員選考は慎重かつ迅速に対応する。

実施計画

・新会員候補者の情報提供を会員にお願いする。

・職業分類表について再検討する。

・会員の退会防止のために関係委員会と協力してロー

タリーについての理解を深める。

・拡大に協力する。

会員増強委員会 大賀祐造委員長

●2008-2009 55周年記念実行委員会 毛利髙二副委員長

皆見実行委員長が不在のため、代理報告をさせて

いただきます。お手元に岸和田ロータリークラブ

55周年記念例会（ＣＤ）をお配りしました。

お持ち帰り下さい。

●毛利髙二会員

本日、クラブレベルフォーラムを担当させて

いただきます。

●大賀祐造会員

クラブレベルフォーラムをさせていただきます。

今年も会員増強委員会をよろしくお願いいたします。

●片山重幸会員

本日、下手な卓話をさせていただきますが、ガマン

してお聞き下さい。

さて、クラブ会員奉仕委員会の本年度の目標は、

「岸和田ロータリークラブがどのように効果的に機能す

べきか」「奉仕を目指す会員をどのように増やすか」

「会員のロータリー気質をどのように充実させるか」。

色々試行錯誤し、悩みながら岡本会長のご指導のもと

に、会員増強委員会・情報規定委員会・SAAと連携しなが

ら「縁づくり」を進めていく予定です。

会員皆様方の、温かいご支援をよろしくお願いいたし

ます。



ロータリー情報規定委員会 片山重幸委員長

２００９年５月１０日の地区協議会で掲げられた目標は、

会員増強のＲＩ方針が純増各クラブ１名、地区方針が純

増各クラブ２名ということになっています。さらに退会

防止については、ＲＩ方針ではクラブレベルで８０％の

会員維持率が要求されています。加えて会員数１０名以

下のクラブでは会員増加を障害している事由を検討して

いただきたいと地区委員会は言っています。

今日のクラブレベルフォーラムでは世界と日本、特に

２６４０地区におけるロータリークラブの現況を皆様と

検討して会員増強の一助にしたいと思います。２６４０

地区の１０年毎のクラブ会員数を見ますと１９８７年に

は４１人以上のクラブが地区の７６．９％を占めていま

したが、２００７年には２６．３％と激減し、４０人以

下のクラブが主流となっています。しかしこれは世界全

体で見ると平均的で、ロータリーというものを考えると、

これでこそロータリーなのかもしれません。

また女性会員は増えてはいるものの世界全体に比べてま

だまだその割合は少ない数値に留まっています。女性の

社会進出が叫ばれていますがまだまだ自立した職業に地

歩を占めるに至っていないことを物語っているのでしょ

うか。

しかし世界のロータリアン数の増減に比べて、日本で

の退潮傾向は著しく、歯止めが利かない理由はなんなの

かを考えさせられます。

現在のようなロータリー加入による金銭的負担が果た

して若い人に耐えられるかといったこともあり、はなは

だ難しいですが、新入会員獲得に当たっての条件を再検

討する時期に、つまり社会的な地位、影響力を築いた、

言い換えれば功なり名を挙げた人の親睦会からロータリ

ーの精神を受け継ぎ、将来の社会のリーダーを育てる会

（実験室、ゆりかご）にスタンスを移していく時期に来

ているのではないでしょうか。

雑駁な話になりましたが、会員数が一人も減ることの

ない様に頑張って参りたいと思いますので、どうぞよろ

しくお願いします。

手続要覧には「クラブロータリー情報委員会は全会

員、特に新入会員がRCを充分に理解し、RC会員の特典

と責務を把握できるよう援助することに力を注がなけ

ればならない」とあります。本日はクラブレベルフォ

ーラムでありますので、その責任上、少し肩のコルお話

をさせていただきたいと思います。

われわれロータリアンは行動を起こすとき、常に

「四つのテスト」に照らして行動すべきであると

言明されています。職業人としてロータリアンの心構え

を簡潔かつ的確にまとめたものが「四つのテスト」で

あります。これは事業を繁栄に導くための四通りの基

準ではなく、四つをまとめたものを一つの基準として

その全てをクリアしなければならないと思います。

まずロータリアンは行動を起こす時、

①「真実かどうか」

（Is it the TRUTH?）

“嘘偽りがないかどうか？”という意味であります。

これは「嘘偽りない」というよりは、「事実」に基

づいて、全て行動しているかどうかという風にとら

えた方が良いと思います。

②「みんなに公平か」

（Is it FAIR to all concerned?）

「公平」とは平等分配を意味するので、例えば贈収

賄で得た不正なお金でも平等に分ければそれで良

いことになります。したがってこの“fair”は

「すべての取引先に対して公正かどうか」というこ

とに解釈すべきであります。

③「好意と友情を深めるか」

（Will it build GOODWILL and BETTER FRIENDSHIPS?）

ここで言う“goodwill”は、「異なる好意」とか

「善意」を表す言葉ではなく、商売上の信用や評判

を表すとともに、店の暖簾や取引先を表すと思い

ます。その商取引が店の信用を高めると同時に、

より良い人間関係を築き上げ、取引先を増やすこ

とができるかであります。

④「みんなのためになるかどうか」

（Will it be BENEFICIAL to all concerned?）

「Benefit」は「儲け」そのものを指す言葉である

と思います。ただし、売り手だけが儲かったり、

また買い手だけが得をしたのでは、公正な取引

とは言えません。その取引によってすべての取引



「７つの驚き」とは、

①祈りがある

②笑いがある

③転回がある

④結合度の高さがある

⑤体温がある

⑥質問がある

⑦時間がある

の７つです。

今回はその中でも②の「笑いがある」についてご紹介さ

せていただきます。

４つの例会とも、お互いによく語り、よく笑うそうで

す。例えばニコニコ箱の運営で、興味深い運営をしてい

るハイランドパークの例を挙げてみます。

これは委員長がある出席者を指名し、起立させます。

そして「シカゴで最も高いビルは？」、「その次に高い

ビルは？」と質問し、答えさせます。その上で委員長が

「両者の高さの差は何フィートか？」と質問し、答えと

正解の差の金額をニコニコ箱に寄付するというもので、

従って差が大きければ大きいほど、ニコニコの額も大き

くなるというわけです。このようなクイズを委員長は沢

山用意をして、出席者の何人かを次々に指名し質問を行

い、ニコニコ箱へとなるわけです。もちろんあまりに多

額になれば少なくしてあげたりするなども出席者で決め

るなどして、常に「笑い」が絶えないという運営だそう

です。私はニコニコ箱担当でもありますのでこんなお話

をさせていただきました。

この通りやろうとは思ってはおりませんが、今後の参

考にと紹介させていただきました。

先が適正な利潤を得るかどうかが問題なのであり

ます。

我々は日常生活において常に出くわすのは、「利己

心（self）」と「利他心（service）」との心の葛藤であ

ります。これが「人生の永遠の難題」であろうと思い

ます。

「人のことをよく考えて尽くせばよい」と安易に言う

人がいますが、それは本心からでしょうか？「人のこ

となどかまっていられない、自分のことで精一杯であ

る」とうのが偽らざる本音であろう、と思います。

“野心を満足させたい利己心”と、“高邁な利他心”とが心

の中で葛藤するのが人の常であり、それをどの様にバ

ランスを取るのが難しいのです。

ロータリークラブ会員は、自発的に利己心を抑制し、

相手のためになろうと志す人を選び出して、社会的に

組織された団体であり、その気持を「四つのテスト」

に照らし、職業を通じて実現する団体であると言えま

す。情報規定委員会ではロータリーに関してそのつど

所見を述べたいと思いますので、よろしくご指導ご鞭

撻の程お願い申し上げます。

クラブ会員奉仕委員会 毛利髙二委員長

（毛利髙二委員長：まとめ）

定款をみますとクラブ会員奉仕委員会の意義は非常

に重要になっています。

皆さん、ガバナー月信・ロータリーの友は読んでお

られますか？

そこにはいろいろと興味深い話も、「奉仕」について

も掲載してありますので是非読んでいただきたいと思

います。

雪本栄ＳＡＡ

調べてみますと少なくとも昨年・一昨年のＳＡＡは

クラブレベルフォーラムにおいて話をされたことはあ

りません。しかしながら今回は毛利委員長から「話を

せよ」との命がありまして、私からは「例会のあり

方」についておもしろいお話を見つけてきましたので、

ご紹介させていただきます。

安積徳也さんという方が金沢で「４つのクラブの７

つの驚き」というロータリーの例会のあり方について、

集中した講演をされておられますが、そのなかのお話

です。

「４つのクラブ」とは、

・ワシントン・クラブ（会員３０８名）

・ニューヨーク・クラブ（会員３７５名）

・エングルウッドクラブ（会員８８名）

・ハイランドパーククラブ（会員９６名）

の４つです。



ＪＵＬＹ～ＡＵＧＵＳＴ ２００９ ７月

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

例会・ｸﾗﾌﾞﾚﾍﾞﾙﾌｫ
ｰﾗﾑ

社会奉仕部門

例会・広報合同

委員会

世界社会奉仕

委員長会議

RAC例会

例会・「敗者復活に
賭ける青春」

前川 篤会員
貝塚ｺｽﾓｽ創立

記念例会

ﾛｰﾀｰｱｸﾄﾘｰﾀﾞｰ

シップﾌｫｰﾗﾑ

例会休会

例会・

「絆」久松正典会員

RAC例会

社会奉仕委員長

会議

近隣クラブ卓話ご紹介

岸和田東ＲＣ ８月７日（金）「会員増強」～クラブフォーラム～ 横田昌也会員

岸和田北ＲＣ ８月４日（火）「ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ・会員増強」 奥田武生委員長

岸和田南ＲＣ ８月６日（木）「稲むらの火」会社役員 石橋慶三様

岸和田ＲＣ会長テーマ 活活活活きききき生生生生ききききロータリーロータリーロータリーロータリー Active  and  Live  RotaryActive  and  Live  RotaryActive  and  Live  RotaryActive  and  Live  Rotary
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今月のガバナー月信の村上ガバナーの挨拶のなかに

『ロータリアンは強制されてクラブに入会したのでは

ありませんし、また何かの見返りを期待してロータリ

ー活動をしているわけでもありません。

ただ「少しでも世の中が平和になり社会全体が幸せ

になれば」とのささやかな気持で、同じ船に乗ってい

る同志なのです。その程度や考えには多少の差はあり

ますが、奉仕の心を持ってロータリーという船に乗り

合わせた縁者です。

友情の輪は金で手に入れることは出来ません。しかし

心豊かな友達と語り合い、自らの職業研鑽を進め、人

間向上を重ねられたら何と楽しいことではないでしょ

うか？そしてその延長線上で、“奉仕”が出来ればなんと

幸せなことではないでしょうか。ロータリアンの

多くはそのことを知っているからこそ、多忙な中から

寸暇を割いて活動を続けているのです。今年度地区キ

ーワードを「縁づくり」とした所以です。この「縁」

を一層大きく、強いものにすることによって、特別な

権力も財力もない集団が、予想も出来ないようなこと

をする可能性が生まれてきます。

これがロータリーの神髄です。』といった一文がありま

す。

これをご紹介して、本日のクラブレベルフォーラムを

終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
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