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次回の卓話

2010年1月13日(水)

「ロータリー理解推進と私」

室田光重会員
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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

今週今週今週今週のののの例会例会例会例会 第第第第2723272327232723回回回回

2010201020102010年年年年1111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」

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「年頭所感」

幹事報告

委員会報告

ニコニコ箱の紹介

卓話

「新春邦楽｣

民の謡 鈴原美鶴様

南部香織様

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12月19日 第2722回

大韓民国 国歌斉唱

国歌斉唱

ロータリーソング「奉仕の理想」

調印式

出席報告

会長の時間

挨拶 姜 尚求会長(馬山RC)

幹事報告

委員会報告

ニコニコ箱の紹介

懇親会

閉会

会員数４２名 出席義務会員数３７名

１２月１９日 出席会員30名 81.08％

１２月 ２日 MUを加えて 89.19％

国際ﾛｰﾀﾘｰ第3720地区 馬山RC

会 長 姜 尚求様（写真左より２番目）

ＳＡＡ 權 寧乾様（写真左より３番目）

会 員 文 先哲様（写真左より４番目）

会 員 曺 戴煥様（写真左より１番目）

岡本桂四郎会長

●会合報告

12/16 RAC例会に、山形委員長・中井副委員長、

そして私が出席しました。

12/18 馬山RCの皆様が来日されました。本日の忘年

家族例会 兼 調印式に出席されています。

12/21まで日本に滞在されます。

●馬山RCの皆さん、遠路岸和田RCをご訪問いただき、

ありがとうございます。振り返りますと、1972年

11月8日に姉妹提携調印して以来、37年の時が経ち

ました。その間、周年事業の青少年交換、両クラ

ブによる同額補助金で馬山にある教導所にピアノ

を寄贈する等、数十回に亘り相互訪問を重ねて参

りました。素晴らしい友好と実績を築いて先輩達

の遺志を引き継ぎ、我々の未来のために、ここで

15回目の岸和田RC・馬山RC姉妹提携調印を執り

行います。

○会員ご家族

伊丹たか子様・井上恵子様・岡本房代様

梶野郁子様・加藤清美様・櫻井朋子様

久松耐子様・福岡厚子様・皆見真砂子様

●１月 奥様御命日

１５日 烏野 彰子様(烏野賢一名誉会員)

１９日 大橋 幸子様(大橋寛順会員)

○米山奨学生

朴 燦浩様

○岸和田ローターアクトクラブ

黒田淳一郎様・中良輔様



●岡本桂四郎会長

馬山RCの皆様ようこそ来訪して下さいました。

親睦活動委員会の皆様、ご苦労様です。

●櫻井新嗣幹事

馬山RCの皆様、ようこそ岸和田へ。親睦活動委員

会の皆様、大変お世話になります。

●才門三郎名誉会員

誕生日のお祝いを、有難うございました。来年は

私も7回目の年男ですが、会員皆様と共によき年を

迎えたいと思います。

●櫻井昇会員

馬山RCの皆様、良くお越しくださいました。

●宇野芳孝会員

先日のゴルフ同好会コンペでぶっちぎりのスコア

で優勝しました。メンバーとハンデに恵まれてよ

かったです。

●毛利髙二会員

孫が生まれましたので。家内の誕生日に美しいお

花をいただきましたので。

●親睦活動委員会一同

本日は多数お集まりいただき、ありがとうござい

ました。今宵はごゆっくりおくつろぎ下さい。

櫻井新嗣幹事

●例会臨時変更 岸和田南RC

●本RCにつきましては12/23（祝）・12/30（水）は

規定により休会、次回例会は1/6（水）新年初例会

になります。詳細につきましては事務局宛お問合

せいただきます様よろしくお願いいたします。

国際ﾛｰﾀﾘｰ第3720地区 馬山RC

会長 姜 尚求様

岸和田RCの皆さん、こんばんは。

馬山RCと岸和田RCが姉妹提携を始めて37年が経過し

ました。今まで色々なボランティア活動をしてきま

したが、主なものとしては馬山の「愛のホーム」に

自動車寄贈等が挙げられます。今日の調印式をきっ

かけに、ボランティア活動を更に活発にしていきた

いと思います。

昨日、京都に行かせていただいて、清水寺・金閣寺

に行き、初めての体験だったために、大変感動しま

した。韓国では１日に３箇所のお寺を巡るとすごく

いいことがある、と言われています。

京都でも３ヶ所参拝したため、岸和田RCと馬山RCの

関係はもっとよくなり、発展できると思います。

最後に、岸和田RCの発展・繁栄を願っています。

両RC代表記念撮影



於：岸和田グランドホール
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近隣クラブ卓話ご紹介

JANUARY ２０１０ １月 ロータリー理解推進月間

開会挨拶 才門三郎名誉会員

パフォーマンス ＬＩＶＥショー ≪ザ・クラシック笑≫ 馬山RC主催 抽選会

親睦活動委員会 宇野芳孝委員長 閉会挨拶 久松正典会長エレクト馬山RC主催 抽選会

岸和田東ＲＣ １月１５日（金）「ｴｺと電化」関西電力㈱岸和田営業所 宇都宮三治様
岸和田北ＲＣ １月１２日（火）「ｴｲｽﾞ啓発事業について」山岸哲夫会員
岸和田南ＲＣ １月１４日（木）「雑話」大谷孝利会員

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

RAC振替休会

(1/16開催)

新年初例会

ﾛｰﾀｰｱｸﾄ4地区

合同情報交換

交流会

成人の日
例会「ﾛｰﾀﾘｰ理解

推進と私」室田光重
会員

RAC移動例会

場所：未定

例会「ちょっと ほっ
こり」伊丹克介会員

RAC例会

岡本年度4ＲＣ

会長幹事会

例会

「夜と霧の本を読ん
で」加藤二朗会員
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