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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2735273527352735回回回回

2010201020102010年年年年4444月月月月7777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

幹事報告

委員会報告

ニコニコ箱の紹介

卓話

「雑感」 大賀祐造会員

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

次回の卓話

2010年4月14日（水）

「寄附講座とインターンシップ」

雪本 栄会員



挨拶 岡本桂四郎会長

会員数４１名 出席義務会員数３６名

４月 １日 出席会員２６名 72.22％

３月１０日 MUを加えて 86.11％

●後期インンフォーマルミーテイングのまとめ

担当 石本喜和男会長ノミニー

4月1日（木）、後期インフォーマルミーティング

を岸和田城の桜を 眼前に見る五風荘で開催し、30名

も多数の会員がお集まり下さいました。

テーマは「会長経験者のその後の役割」と恐れ多

い先輩方に対して ちょっと生意気なテーマを設定し、

当初は“先輩会員来てくれないぞ”と 冷やかされなど

もしましたが、実際には先輩会員の方がむしろ出席

が 多かったことは、担当者としてたいへんありがた

いことでした。

５つのグループに分かれ、今回は各グループとも

会長経験者に世話人を お願いして進行を進めて頂き

ましたが、クラブの変革と進歩に向けた 積極的な意

見（詳細は各世話人より報告）が活発に出ると同時

に、先輩と 若手が岸和田ＲＣの今後の在り方につい

て本音で語り合うことができた点で、 たいへん有意

義な機会であったと考えています。

議論は盛り上がり、桜は十分に観賞できないまま

に、あっという間に 過ぎ去った２時間半でした。

これからも、会員相互の議論・親睦の場が 数多く持

たれ、お互いの理解がさらに深まることを期待申し

上げます。

石本喜和男会長ノミニー

2010年4月1日 第2734回

ロータリーソング「R-O-T-A-R-Y」

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

後期インフォーマルミーティング

ﾃｰﾏ「会長経験者のその後の役割」

●４月 会員誕生日

５日 片山 重幸会員

１５日 能勢 貴夫会員

２０日 永井 一夫会員

２９日 柴田 辰男名誉会員

●４月 結婚記念日

１１日 能勢 貴夫会員

１３日 梶野 和一郎会員

１４日 加藤 二朗会員

２２日 久松 正典会員

２７日 毛利 髙二会員

・奥様ご命日

２１日 坂口操代様

(坂口一男会員)



●石本喜和男会員

本日のｲﾝﾌｫｰﾏﾙﾐｰﾃｨﾝｸﾞを担当させて頂き

ます。よろしくお願い致します。

●高松正剛会員

会報作成用の写真撮影に失敗して申し訳

ありません。

世話人 世話人

1組 井上一男 大賀祐造 岡本桂四郎・奥 藤喜雄・雪本 栄・角家 篤

2組 亀井 茂 櫻井 昇 久松正典・梶野和一郎・西明寺講治・櫻井新嗣

3組 中塚 清 福岡敏文 毛利髙二・加藤二朗・家村浩和・石本喜和男

4組 西村政和 室田光重 武田利治・肥後眞弘・山形直道・高松正剛

5組 片山重幸 前川 篤 西秦好郭・坂口一男・久禮三子雄・宇野芳孝

２０１０年４月１日開催 後期インフォーマルミーティング

テーマ「会長経験者のその後の役割」

●新世代・人間尊重委員会 山形直道委員長

3月20日～22日 ライラセミナースナップ写真

岸和田RAC参加

川本直宏会員 植田真吾会員

村上有司ガバナー様を囲んで
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近隣クラブ卓話ご紹介

岸和田東ＲＣ ４月１６日→１１日（日）「野外例会」

岸和田北ＲＣ ４月１３日（火）「サイパンとWCS活動」報告 国際奉仕委員会

岸和田南ＲＣ ４月１５日（木）「ボケたらあかん 長生きしいや」藤原利男会員

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

地区大会記念ｺﾞﾙﾌ
大会

RAC例会 例会「雑感」大賀祐
造会員

例会「寄附講座とｲ
ﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ」雪本栄
会員・新ｸﾗﾌﾞｱｯｾﾝ
ﾌﾞﾘｰ

地区大会

地区大会

例会(補佐訪問)

担当梶野和一郎会
員・ｸﾗﾌﾞｱｯｾﾝﾌﾞﾘｰ

RAC例会

例会

担当浦川信司会員

昭和の日
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