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次回の卓話

2009年11月18日(水)

「ｽﾎﾟｰﾂﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞとｲﾝﾀｰﾈｯﾄ」

米山奨学生 朴燦浩様
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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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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

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

「就労支援に於ける

協力雇用主会の現状」

ガバナー補佐 小西喜代一様

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

奉仕の理想

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

両手を揚げて

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

両手を揚げて



2009年11月4日 第2716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

「IAUﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟに参加して｣

陸上自衛隊信太山駐屯地

第37普通連隊 宮里康和様

(紹介:福岡敏文会員)

会員数４２名 出席義務会員数３７名

１１月 ４日 出席会員25名 67.57％

１０月１７日 MUを加えて 81.08％

岡本桂四郎会長

陸上自衛隊 信太山駐屯地

広報室長 久宗英俊様

10/29 前期ｲﾝﾌｫｰﾏﾙﾐｰﾃｨﾝｸﾞが実施されました。また

地区情報規定委員会が実施され、私が出席しま

した。

10/31 4RC会長幹事会が実施され、櫻井幹事、私が出

席しました。

11/1 久米田池清掃奉仕が実施され、中井会員、浦川

容子様(浦川信司会員奥様)、私が出席しました。

また岸和田RAC交流会が実施され、中井会員・横

谷会員 ・櫻井幹事が出席しました。

【１１月誕生日】

櫻井新嗣幹事・覚野博夫会員

坂口一男会員・西明寺講治会員（左から）

【１１月結婚記念日】

岡本桂四郎会長

陸上自衛隊 信太山駐屯地

広報陸曹 藤川太朗様

陸上自衛隊 信太山駐屯地

第37普通連隊 宮里康和様



●毛利髙二会員

前期ｲﾝﾌｫｰﾏﾙﾐｰﾃｨﾝｸﾞを欠席しましたので。

●福岡敏文会員

卓話を担当させていただきますので。

●坂口一男会員（環境保全委員長）

春木川・轟川の清掃及び久米田池の清掃にご協力

いただき、ありがとうございました。

●山形直道会員

11/1（日）RACとの交流会を欠席して、申し訳

ございません。

本日はRAC例会がありますので、お時間がありましたら

どうぞご出席をお願いいたします。

●ガバナー月信をお配りしていますが、今月はロータリ

ー財団月間、先月は米山月間ということもあって、 伊

丹委員長から よろしくお願いしますとのことです。

●月信右側の漫画をご覧下さい。これは村上ガバナー

がお忙 しい中、10月の曳出の際に見えられた時に前

日から 泊まって（村上ガバナーは非常に祭りが好きな

方で朝早くから起きられ）２時間たっぷりとだんじりを楽

しまれました。今年は幸いなことに事故は起こりません

でした。新宮RCのメンバーにこういった漫画を描く方が

いらっしゃるそうです。

●来期の理事・役員についてですが、岸和田RC細則に

則り、9/16指名委員会、9/30歴代会長会議にて理事・

役員を決定しましたのでご連絡します。

会長

会長エレクト

会長ノミニー

副会長

幹事

会計

SAA 

理事

理事

理事

理事

理事

立候補希望の方がいらっしゃったら12月年次総会

までにお申し出下さい。またご連絡をさせて頂きます。

●例会臨時変更・休会のお知らせ

泉南RC・関西国際空港RC・泉大津RC

詳細につきましては、事務局宛お問い合わせ下さい。

●ファンド委員会 伊丹克介委員長

本年度最後のお願いにやって参りました。ロータリー

財団への寄付ですが、昨年同様50ドルということで、

どうぞよろしくお願いします。

福岡敏文会員

本来卓話は、岡本会長の意向で「ご本人が」という

ことなのですが、今日はご無理をお願いしてきてい

ただきました。講師のご紹介をさせていただきます。

陸上自衛隊信太山駐屯地の宮里康和さんです。

第37普通連隊に所属されています。平成21年6月19

日・20日、ベルギーで開催されましたIAU100kmワー

ルドカップ2009世界大会で日本代表として参加され

まして、世界28カ国の男子117名が参加する中、日

頃の厳しい練習の成果を遺憾なく発揮されて優勝さ

れました。記録は6時間40分43秒でした。前の方に

本日お持ちいただいた表彰状・優勝カップを展示し

ております。最後までご清聴いただきます様よろし

くお願いいたします。

陸上自衛隊 信太山駐屯地

第37普通連隊 宮里康和様

初めまして、私は信太山駐屯地から来ました宮里

康和と申します。現在第37普通科連隊第1中隊で勤

久松 正典会員

石本 喜和男会員

久禮 三子雄会員

櫻井 昇会員

山形 直道会員

櫻井 新嗣会員

角家 篤会員

片山 重幸会員

皆見 量政会員

伊丹 克介会員

毛利 髙二会員

福岡 敏文会員



務しています。今年の6月20日にベルギーで行われ

たIAU100km世界大会に日本代表として参加して、優

勝することができました。本日はこのような場に招

待していただき、本当にありがとうございます。こ

の競技での私の体験談を通して、何か一つでも皆様

のお役に立てれば、という気持ちで話させていただ

きます。どうぞよろしくお願いいたします。

今日はなぜ100kmマラソンという競技に出会うこ

とになったのか、そして日の丸を背負って走ること

により何を学んだのか、ということをお話したいと

思います。

その前にまず100kmを走るには普通の人よりも精

神力と忍耐力、何より挑戦する勇気が必要です。毎

年24時間テレビでは芸能人の方が100km近い距離を

走っています。途中で歩いたり、マッサージや鍼治

療、沿道の声援も後押ししてボロボロになりながら

ゴールします。車でしか走らないような道の距離に

挑戦することで多くの視聴者を感動させています。

私たちは、その未知なる距離で勝負しています。

私は小学校3年から野球（リトルリーグ）をやっ

ていました。引退した清原選手もリトルリーグ出身

です。別に自分からやりたいと言ったのではなく、

テレビゲームばかりしていて目が悪かった私を、少

しでも活発に、そして目が良くなるように、と母が

無理矢理入団させました。母は頑固な性格で、一度

言い出したら聞きません。しかも、かなり怖かった

です。例えば友達と遊んでいる時、急に「ドラえも

んの映画を観に行く」と言い出して、私が「友達と

遊んでいるから今日はいい。」と言っても、耳を引

っ張られて連れていかれたことがありました。ドラ

えもんのシーンで「ジャイアンがお母さんに耳を引

っ張られる」シーンがありますが、まさしくそんな

感じです。しかし、性格に似合わず体は小さく、髪

はおかっぱでジャイアンのお母さんというよりは、

ちびまるこちゃんの様でした。

その後、リトルリーグに入りましたが、そこは本

当に厳しい環境でした。今なら虐待で訴えられるの

ではないか、という指導をされました。お尻をバッ

トでよく叩かれていました。ポケットに飴を入れて

いたことがありましたが、その飴が粉々になってい

たのを覚えています。練習量も多く、全身筋肉痛で

泣きながら練習に行ったこともありました。しかし、

そのお陰で活発になり、礼儀作法や感謝の気持ち、

そして精神力・忍耐力が身に付いたと思います。私

は小学校の卒業アルバムに「何かで世界一になる」

と書きました。その頃から目標をもって何かに挑戦

しようという気持ちがあったのでしょう。かなり曖

昧な目標ではありますが・・・。卒業したら中学校

でも野球を頑張ろうという気持ちを持っていました

が肩を痛め、野球を諦めるかどうかの選択を迫られ

ます。普通はショックで落ち込むのでしょうが、

「自分の身長や才能を考えると違うことに挑戦した

方がいいな」と思い、あっさり野球を諦めてしまい

ました。

そんな折、仲の良い友達がたまたま陸上部に在籍

していたので、私は迷うことなく陸上部に入部しま

した。そこで運命の出会いがありました。それは、

松浦先生との出会いです。松浦先生は熱血教師その

もので、一生懸命に取り組むことの大切さを教えて

下さいました。口癖が「陸上で一流にならんでいい

から、いいお父ちゃんになれ」。その頃はあまり深

く考えませんでしたが、この歳になり先生の言って

いた意味がよく分かります。その先生は、私が中2

の時に転勤してしまい、本当に残念だったことを覚

えています。しかし、陸上部以外の生徒は、松浦先

生がいなくなってホッとしていた模様です。なぜな

ら夏にはプールの授業で泳いだ後に裸足で走らせる

は、受験の前日にラグビーをさせて利き手を骨折さ

せるは、グラウンドで受身の練習をさせるは、とや

りたい放題でしたので（ちなみに利き手を骨折した

生徒は、努力の末志望校に合格しました）。今考え

ると、すごい先生でした。いつの時代にも熱血先生

はいました。そういった先生がいてくれるから教師

を目指す若者がいるのだと思います。最近は親が

色々と口を出します。「モンスターペアレント」、

というのでしょうか？自衛隊の世界も例外ではあり

ません。私の妻も自衛官ですが、入隊したての隊員

を教育する仕事をしています。親に暴言を吐かれて、

ひどく傷ついたこともありました。悲しいことです。

さて、中3になりどこの高校に行こうか迷ってい

ると、ひょっこりあの熱血先生がやってきて「今、

柏原高校で陸上を教えているから、一緒に走ろう」

と声を掛けてくれました。本当に嬉しかったです。

しかしその時、事件が起きました。中華料理屋を

営んでいる父が心筋梗塞で倒れたのです。出前中に

倒れて、たまたま現場近くで消防訓練をしていた消

防士に心肺蘇生をしてもらい、なんとか一命をとり

とめたものの、脳の一部が損傷してしまい、回復に

かなりの時間を費やしました。収入が母のパートだ

けになってしまい、私立である柏原高校への入学は

諦めよう、と思いましたが、母は「やりたいことを

やったらええ。」と後押ししてくれ、私は柏原高校

入学を決意しました。父と母は対象的で、とても優

しく愚痴一つ言わない人でした。「オトンみたいに

ストレスを溜め込んだらあかん！お願いやからオト

ンみたいにはならんといて」と泣きながら母に言わ

れたのを覚えています。私も今でこそあつかましく

ストレスを全く溜めない性格ですが、昔は父に似て

いた性格だったので「このままやったらあかん。自

分を変えていかんと！」と思いました。高校に入っ

てからは父も徐々に働けるようになり、陸上と家の

手伝いの日々でした。夏の合宿では、長野県の車山



高原というところで45km走をしました。アップダウ

ンのあるコースでフルマラソン以上の距離を走るの

は初めての経験でしたが、私はダントツのトップで

ゴールしました。

この時から「マラソンなら、自分の力を発揮でき

るかも知れない」と思うようになり、長い距離に興

味を持ち始めました。どうせなら関東の大学に行っ

て箱根駅伝を目指そう、と進路を進学に決めていた

のですが、父が今度は脳梗塞で倒れてしまい、残念

ながら大学を諦めて就職することにしました。

高校を卒業後、就職はダイハツ工業に決定し、車

のミッション製作をすることなりました。就職後も

仕事が終わってから毎日走っていましたが、仕事と

マラソンの両立は難しく、目標を見失いかけていま

した。特に職場の同僚からは「仕事が終わってから

走るなんて変なヤツ」、と白い目で見られていまし

た。家への仕送り、大きな目標もない生活。自分が

何のために働いているかわからなくなったとき、会

社に「ランニング同好会」があることを知りました。

胸を躍らせて同好会の門を叩くと、期待とは裏腹に

その同好会は平均年齢が40歳超え、走った後のビー

ルを生きがいにしているおじさん集団。しかしその

中に一人だけ森野さん、という競技志向の方がいら

っしゃいました。森野さんは会社以外のランナーと

も交流があり、大阪で一番強いランニングチームに

所属していました。森野さんの協力もあり、私は競

技思考が強いチームに入団することができ、再び私

の幼少時の夢である「何かで世界一になる」という

目標が復活しました。「強くなって、実業団に入っ

てやる。」そんな目標をいつしか持つようになり、

日々仕事と陸上を頑張っていました。そこに転機が

訪れます。私は福知山マラソン、という関西で一番

大きい大会で優勝しました。その時に参加していた

細木さんという自衛官の方に「自衛隊に入隊したら、

もっと走れるで！」という誘いに動かされ、私は自

衛隊入隊を決意しました。

100kmを走る上での精神的な基盤は、自衛隊に入

隊する前から養われていたと思います。リトルリー

グでの厳しい練習、熱血松浦先生、森野さん、細木

さんとの出会い。そして何より母の理解があったか

らこそ、と思います。

入隊してから、思う存分走りました。もちろん仕

事もしています。この頃の目標はみんなには不可能

と言われながらも、「マラソンでオリンピックに出

場すること」でした。自衛隊体育学校というオリン

ピック選手を育成する学校にも通いました。結果的

に私は当時26歳で、監督の「若く伸びる可能性があ

る選手を残す」という方針のため、23歳以上の選手

は残れませんでした。それは私にとって人生初めて

の挫折であり、本当に悔しかったです。

それを救ってくれたのは、森野さんでした。森野

さんは私の父と同い年ですが、今も私を我が子のよ

うに可愛がってくれます。森野さんに「宮里は長い

距離に才能がある。100kmに挑戦した方がいい」と

勧められ、ようやく100kmのスタート地点に立つこ

とになるのです。

昨年6月に世界大会の先行レースである「第23回

サロマ湖100kmウルトラマラソン」に参加、ボロボ

ロになりながらも７時間3分で5位に入ることができ、

ギリギリで日本代表の座を獲得しました。日本代表

のジャージとユニォームが家に届いた時は、本当に

嬉しかったです。母は常々「康和にはやりたいこと

もさせてあげられず、本当に迷惑をかけっ放しでご

めんね」と言っていたので、私が自衛隊に入隊して

思う存分走り、しかも日本代表選手になったので、

私以上に嬉しかったと思います。本当につらい思い

をして走った甲斐がありました。

日本選手団は選手が男子6名、女子6名、監督・コ

ーチと選手の家族数名でした。同じ目標を持った仲

間同士、すぐに打ち解けることができました。イタ

リア大会（世界大会）では、地元のイタリアが圧倒

的に強く、ぶっちぎりの優勝でした。日本は個人の

上位3名の合計タイムで競われる団体で6位という結

果、個人では私の7時間11分54秒（13位）が日本人

の最高順位でした。表彰式でイタリアの国旗が掲揚

され、イタリア国歌が流れると悔しさが込み上げて

きました。「日本が負けた。日本を優勝させるとい

う必死さが足りなかった」と思い、帰国前のミーテ

ィングで涙が出ました。「次は絶対に日の丸を掲揚

させましょう」と代表チームが一つになった瞬間で

した。

通常、毎年6月のサロマ湖100kmウルトラマラソン

が世界大会の選考レースですが、21年度は6月に世

界大会がある関係で、前年のイタリア大会のメンバ

ーがそのまま今年のベルギー大会に選出されること

になっていたのです。メンバーが一緒なので、団体

で優勝するという大きな目標ができました。明確な

目標があればそれに向かって必死に努力する。それ

が自分のためではなく、自分の愛する国のためなら、

なおさらだと思います。私は職場で若い隊員を育て

る仕事をしていますが、日々悪戦苦闘をしています。

最近は残念ながら国のために働いているという気持

ちがない職員が増えています。そういった隊員に、

いかに愛国心を持ってもらうかが私の中での大きな

課題です。自ら経験した日本代表という経験をしっ

かり若い隊員に伝え、「国のために仕事ができて幸

せだ」と思ってくれる教育をしていけたら、と思っ

ています。

さて、話は本題のベルギー世界大会。今回の優勝

候補は前回優勝のイタリアです。テレビ取材やファ

ンに囲まれ、にぎわっていました。ベルギー大会の

大きな特性は夜中に走るということ。白夜なので真

っ暗になるのは24時から3時くらいです。振り返っ

てみれば、今回日本が金メダルを取れた勝因は、



夜中にしっかり走れるよう体調を整えたからだと思

います。前回圧倒的な強さを誇ったイタリアは、体

調管理がうまくいかなかったのか、走りに精彩を欠

いていました。レースはスタートから20人くらいの

先頭集団を作り、さらにそこから徐々に脱落してい

くハイペースの展開。そして、そのペースの中でブ

ラジル選手が40kmからロングスパートを掛け、誰も

着いていけず独走を許してしまいました。

しかし、100kmの世界で40kmはまだ序盤。先頭集

団で一緒に走っていた日本代表の高橋選手と「ここ

は冷静に行こう」と話していました。100kmマラソ

ンは途中で互いに体調を確認したり、トイレに行っ

たり、食事を摂ったりするので、個人で走っている

という感じではなく、本当にチームで走っていると

いう感じです。

前半のハイペースが祟ったのか、次々と先頭集団

は脱落していき、ついに、私だけが残りました。こ

のままゴールすれば2位。チームに貢献できると思

いました。

辺りが闇に包まれた65km付近、遠くのほうに不思

議な明かりが見えました。それが徐々に近づいてき

ます。その正体が何か分かった瞬間、全身に鳥肌が

立ちました。「追いついた！」先頭を走っていたブ

ラジル選手を70km付近で捕らえたのです。テレビ中

継者や先導車等の何台ものライトで、先頭だけは真

昼のような明るさでした。失速しているブラジル選

手を一気に抜き去ると、今度は全ての明かりが私を

照らしました。

気分は最高潮、テレビカメラがずっと私を映して

います。今までの淡々とした走りが完全に狂い、ペ

ースが上がってしまいました。5km程走りやっと落

ち着いた頃に、今度はこのまま先頭を死守しなけれ

ばならないという気持ちになりました。「地獄の鬼

ごっこ」の始まりです。追われる立場というのは本

当に精神力が必要です。まさに蛇に睨まれた蛙。じ

わじわと間合いを詰められ精神を削られていきます。

そのうちに先頭にテレビ中継車とは別に、バイクに

乗ったカメラマンがしきりに前と後ろを行き来しだ

しました。そして、いよいよ恐怖の時がやってきま

した。残り10kmというところで、スウェーデンの選

手に追いつかれました。喰らいつくのに必死でした。

無我夢中でした。「ここで負けたら日本も金メダル

を取れない。」そんなプレッシャーを自分にかけな

がら必死に走りました。

70kmから追われる立場になり肉体的・精神的に疲

労が溜まっていた身体に悲劇が訪れました。95km付

近で腹筋が捻じ切れるように痛み出しました。ただ、

レースを止める訳にはいきません。お腹を押さえな

がら必死に喰らいつきますが徐々に離されていきま

す。涙が出ました。ここまで来て…しばらくして痛

みが収まりましたが、ペースを上げようとすると再

び激痛が走りました。さすがに気持ちが切れました。

「もう追いつけない、２位でもいいか…」

そんな気持ちになり、ペースを落とそうとした時、

周回遅れの日本代表女子の井筒選手がいました。井

筒さんはボロボロでした。もともと体調が悪かった

のですが、チームのために一生懸命走っていました。

そんな井筒さんが僕を見て「宮里君、負けるな！」

と大声で激励してくれました。その時、「何を考え

てるんや、2位でいいわけないやん」と恥ずかしく

なりました。日本のために1秒でも、一歩でも速く

走らんと！僕も井筒さんに「最後まで頑張りましょ

う！」と声を掛けました。

97km地点で、私の得意な上り坂がありました。

「勝負！！」一気にペースを上げると、スウェーデ

ンの選手を追い抜き、振り向かず、観客の大歓声に

応えることもなくひたすらに走りました。どれだけ

ペースを上げても付いて来られる気がします。心臓

が飛び出しそうでした。カーブを曲がり、ゴール前

の最後の直線。人生で一番大きい歓声を受けました。

歓声に応える余裕もなく、倒れる様にゴールテープ

を切り、振り向くと2位の選手は来ていません。ラ

スト3kmで1分の差がついていたのです。

後は他の日本選手がどのくらいのタイムでゴール

するかで、団体のメダルの色が決まります。英語の

インタビューを監督が通訳しながら答えていると、

いきなり車に乗れ、と言われドーピング検査に行き

ました。

車から降りるとドーピング検査までの待ち時間に

握手や写真を求められたり、スターになった気分で

す。一方で、今回の目標は団体での優勝だったので

他の選手がずっと気になり、個人での優勝の喜びは

二の次でした。検査が終わり、ゴール地点に向かう

と既にみんなはゴールしていました。「お疲れ様」

と言って抱き合いました。100kmは完走することが

難しい競技（各国の代表選手が集まる世界大会でも

1割が脱落）です。しかも真夜中のレース、日本代

表としてのプレッシャー、見知らぬ土地での全員完

走できただけでも十分価値がありました。

しばらくして、放送が入りました。何をしゃべっ

ているのか全く分かりませんでしたが、監督が「優

勝やぞ！」と言った瞬間、みんな抱き合い、そして

涙を流しました。人生で一番嬉しかった瞬間です。

昨年のイタリア大会での惨敗から、次は優勝を狙お

うと、各人が努力した成果が出ました。私のインタ

ビューでも「今大会では個人の優勝はおまけであり、

団体で優勝できたことに大きな価値がありました。

みんなの勝利です！」という言葉が自然に出ました。

壁に貼り付けられた大きな日の丸の前で、「君が

代」を30ヵ国の外国人の前で熱唱することができて、

日本人で良かった、と思いました。帰国までは握

手・サインの嵐。帰国してからは出迎え行事があっ

たり、橋下大阪府知事に会えたり、と多忙な日々を

過ごしました。昨日も地元の東大阪市長から、スポ



ーツ功労賞をいただきました。ボランティアでラン

ニング教室のコーチもしていますが、そこでも大変

喜んでもらっています。

小学校の文集で「何かで世界一になる」。このな

んともおおざっぱな目標と挑戦する気持ちがあった

から、100kmマラソンという出会いがあり、今の自

分がいます。100kmという競技に出会えて本当に良

かった、と思っています。

私が世界大会を経験して一番勉強になったことは、

人生は自分のためにあるのではなく、人のためある

いは国に対して何ができるのか、だということです。

私利私欲のために働いている人よりも、国や社会、

そして家族のためにどれだけ努力するかで幸せの大

きさが変わってくるのだ、と信じています。自分は

自衛官として、日の丸を背負って走ることができて

本当に幸せだと思います。

最後に、私は愛する家族に支えられ、また自衛隊

という国のために働ける仕事に就けて、本当に幸せ

者です。来年のスペイン大会でも金メダルを胸に、

また皆様の前で話をできたら光栄だと思います。

ご清聴、ありがとうございました。

お忙しいところ前期インフォーマルミーティング

にお集まり頂き、ありがとうございます。今日は皆

様方に「地域社会への貢献」というテーマで討議頂

きたく存じます。どうぞよろしくお願いいたします。

久松正典会長エレクト

【Ａ班】

◆Ａ班 櫻井新嗣幹事・片山重幸会員・武田利治

会員・雪本 栄会員・山形直道会員・石本

喜和男会員

○地域への貢献にも「地味な貢献」と「目立つ貢献」

の二通りがあり、今までの貢献はあまり目立たな

かったので、基金の5,000万円を使ってでも目立

つ貢献をしても良いのではないだろうか。

○主要な場所の時計や看板といったモニュメント以

外には、あまり思い浮かばない。

○救急車を寄贈するのはどうか。

○清掃活動等については、より多くのメンバーが参

加して目立つことも良いのではないか。

○地域への貢献ということから、行政との連携も大

切である。

○若い世代のローターアクトと協力して、事業を行

ってみてはどうか。

【Ｂ班】

◆Ｂ班 井上一男会員・中塚 清会員・室田光重

会員・櫻井 昇会員・久松正典会員

横谷哲郎会員

○ロータリーが何をしているかわからない方が多い。

市民の方を巻き込んで催しを企画すればロータリ

ーのPRにもなる（浪切ﾎｰﾙでの著名人の講演会

等）。ジャンパー・ハットを作ってPRする。

○岸和田4RC合同でイベントするのはどうか。

（RCのメンバー減少）

○来年どうするか。イベントは行った後の充実感や

達成感はあるが、逆に疲労感も生じる。今まで通

り行う分、新しく行う分を分けて模索していきた

い。

○行政とのマッチングを考えてはどうか。

○NPOなど奉仕団体が出て来ているので、（RCが）

目立たなくなってきている。

【Ｃ班】

◆Ｃ班 西村政和会員・肥後眞弘会員・福岡敏文

会員・茨木孝一会員・坂口一男会員・

角家 篤会員

○継続事業は続けていく方が良い。

○60周年に向けての事業の提案を早めにする。

○基金の有効活用はできないだろうか。

○岸和田4RCで共同事業を提案してはどうか。

平成21年10月29日開催（於：岸和田天神宮）



【Ｄ班】

◆Ｄ班 岡本桂四郎会長・皆見量政会員・西明寺

講治会員・宇野芳孝会員・能勢貴夫会員

○青少年の教育現場が荒廃している。岸和田には

「だんじり」というすばらしいコミュニティがあ

る。青年団等に中学生・高校生の禁煙等を指導し

てもらう方が、先生が注意するより効果がある。

○60周年については会員も減少しているので、的を

絞って考えたらいいのではないか。基本的には単

年度毎に考えたらいいのではないか。青少年に対

する教育など育成を考えたらいいのではないか。

○自分の職業を通して地域に貢献したい。例えば青

少年の教育であれば金融などを教えていきたい。

貯蓄から投資などをレクチャーすることなど。

○障がい者の身寄りのない老人などに対して、援助

の手を差し伸べたい。介護等の仕事に関してはプ

ロがいるので、車イスの寄贈等を定期的にするの

はどうか。

○民主党が政権を取り、環境問題としてCO2・25％

削減などを宣言している。環境問題から地域貢献

を考えたらいいのではないか。

●久松会長エレクト

ご討議、ありがとうございました。この貴重なご

意見を参考に、新年度の運営を考えていきたいと思

います。それでは食事を取っていただき、ごゆっ

くりと懇談下さい。本日はありがとうございました。

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

近隣クラブ卓話ご紹介
岸和田東ＲＣ １１月１３日（金）「自動車盗難について」 奥 忠道会員
岸和田北ＲＣ １１月１０日（火）「私の思うロータリー」

地区職業奉仕委員 佐藤栄志様
岸和田南ＲＣ １１月１２日（木）「未定」貴多野泰夫会員

NOVENBER～DECEMBER ２００９ １１月 ロータリー財団月間

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

例会

ガバナー補佐訪問

ｸﾗﾌﾞｱｯｾﾝﾌﾞﾘｰ

ﾜｲﾝ＆ｸﾞﾙﾒ同好会

於.がんこ岸和田

五風荘

例会「ｽﾎﾟｰﾂﾏｰｹﾃ
ｨﾝｸﾞとｲﾝﾀｰﾈｯﾄ｣
米山奨学生

朴燦浩様

RAC例会

勤労感謝の日 例会

ガバナー公式訪問

(終了後 懇談会)

ＩＭ第６組

ﾎｽﾄ：りんくう泉佐
野ＲＣ 於全日空

ｹﾞｰﾄﾀﾜｰﾎﾃﾙ大阪

RAC例会

例会「家族月間」

宇野芳孝親睦活動
委員長・角家篤副
委員長

年次総会

会長ｴﾚｸﾄ研修セミ
ナー(～６日)
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