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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2741274127412741回回回回

2010201020102010年年年年6666月月月月2222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

「寄附講座とインターンシップ」

雪本 栄会員

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6月9日（水）

「薬物乱用及び防止活動について」

大阪府健康医療部薬務課

麻薬毒劇物グループ

課長補佐 中田裕紀様

(紹介: 岡本桂四郎会員)



●会合報告は特にありません。

本日5月19日RAC例会が事務局にて行われます。

クラブゲストとして綾野浩司様(日本生命)が

ご出席頂いております。

●本日は加藤二朗会員に

「ロータリークラブに入会してからの感想」

ということでスピーチを頂きたいと思います。

岡本桂四郎会長

2010年5月19日 第2740回

ロータリーソング「四つのテスト」

唱歌「みかんの花咲く丘」

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 「ロータリーの歴史について」

亀井 茂会員

会員数３９名 出席義務会員数３４名

5月19日 出席会員28名 82.35％

4月28日 MUを加えて 91.18％

●６月 会員誕生日

４日 浦川 信司会員

２１日 中塚 清 会員

２２日 岡本桂四郎会員

●６月 結婚記念日

１９日 肥後 眞弘会員

２２日 才門 三郎名誉会員

●例会臨時変更

岸和田北RC 詳細は事務局迄。

●当クラブは次週5月26日(水)例会休会

（定款第6条)

加藤二朗会員

クラブゲスト

綾野浩司様

(日本生命保険相互会社

岸和田支社長)



「私と岸和田ロータリークラブの歴史について」

私のロータリー入会は1976年、もう34年もたち、

年齢も来年誕生日には、80歳、傘寿を迎えます。入

会当時はもちろん最年少組で、ほとんどのチャータ

ーメンバーの方がまだ在籍しておられましたし、随

分公私ともに可愛がって頂きました。

岸和田RCほどの歴史と伝統を誇るクラブであれば、

すでにガバナーは２～３回出していなければ可笑し

いくらいです。そしてそんな機会があったんです。

私が入会するかなり前、まだチャーターメンバー

の方々が血気盛んなとき、岸和田からガバナーを出

すように地区へ申し入れたようですが、まだ早いと

あっさり断られたようです。

私が入会５年目に、当時会長を務められることに

なった藤本敬造さんから、是非幹事をやってほしい

と頼まれました。当時は会長幹事は３代先まで決ま

っているような状況で、新参者の私なんぞがつとま

りそうもなくお断りしましたが、「あんたがやって

くれなければ俺も会長を受けない」と言われ、やむ

なくお受けすることになりました。そして年度が始

まってまもなく、あるパストガバナーから呼び出し

があり、会長と二人で行きました。

当時は岸和田RCは第266地区で、テリトリ－は大阪

市内府下と和歌山全域になっておりましたが、翌年

から地区が分割され、新しく今の2640地区が生れる

ことになり、その初代ガバナーを岸和田から選出す

るように、とのことでした。あえて名前を伏せてお

きますが、パストガバナーの意中の人が当クラブに

いたんです。

まずその方にガバナー就任を要請しましたが、ど

うしても受けてもらえず、その後２～３人の方にも

お願いしましたが受けてもらえず困っておりました。

するとそのうち中澤会員が立候補してくれました。

中澤さんはロータリー活動に熱心な方で創設当時３

年続けて幹事をやったくらいの人で、渡りに船と歴

代会長および役員の同意を得て、近隣クラブにも協

力方要請をしました。

その後 12月に入ってガバナー候補者の体調が急変

し、ガバナー就任がどうしても無理だと判断し、歴代

会長、役員の協議を経て決定、年初早々に当時ガバナ

ーの種田さんのところへ会長共々お断りに行きました。

そして案外あっさりと認めていただきました。

とてもつらかったし、残念に思う反面、安堵しました。

なお、代わりに就任された和歌山の小中ガバナーは任

期途中でお亡くなりになられました。大変気の毒なこ

とをしたと思います。

ロータリーでこんな厳しい試練を受けたのは後にも

先にも初めてで、非常によい経験をさせていただきま

した。私はそれ以後、「ロタきち」とまではいきませ

んが、それに近い状態で今までのロータリー人生の半

分以上はロータリー活動に情熱を燃やしました。

1990年烏野秀之助会長年度に私は国際奉仕を担当い

たしました。年度早々、馬山RCの金泰修さんから連絡

があり、会長共々ロイヤルホテルで面談いたしました。

用件は疎遠になっている姉妹提携を復活したいとの申

し出で、それ以後姉妹提携が復活し現在に至っており

ます。私も５～６回訪韓いたしました。

さて、この年はWSC事業に参加を提唱し、タイのナ

コンシータマラートの孤児院に対しての援助に取り組

みました。ナコンシータマラートはタイ南部バンコッ

クから1000km程離れた、マレー半島のマレーシアとの

国境近い街でした。あの山田長政の終焉の地でもあり

ます。現地視察のため、丁度湾岸戦争が始まった当日、

同行の山本会員と戦争の危機を感じながら伊丹を飛び

立ちました。翌日バンコクから飛行機で、さらに車で

現地入りしました。

帰国後まず岸和田東、岸和田北両クラブに協力を要

請し、第2640地区第６組の協力も得、総額15,000ドル

の募金を集めることができ、同額補助の要請を片山会

員のご努力でRIから醵出でき、合計30,000ドル（約

450万円）を持って岸和田３クラブ20名近くの会員で

現地の贈呈式に臨みました。詳しくは事務局に資料も

残っておりますので、ご高覧いただければ幸いです。

私が会長をさせていただいた年度には、久保国際奉

仕委員長の提案でバングラデイッシュのパブナに学校

を建設する事業に参画しました。

これはRIのWCSメニューにはありませんでしたが、

後に久保委員長の努力で2640地区のWSC事業として認

めて頂きました。

校舎は約100坪、３教室（鉄骨レンガ造りモルタル

仕上げ、外装ペンキ塗り、屋根スレート葺き）、それ

と机・椅子120脚、その他の設備等など。

所要資金と調達方法は

岸和田 １，２７０，０００

地区WCS １，２００，０００

IM6組５RC ４７６, ０００

計 ２，９４６，０００

別途IM４組 ２４２，０００

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

RAC例会

例会「寄附講座とｲ

ﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ」雪本員

岸和田4RC会長幹

事会（新旧）

2010-11年度情報

規定委員長会議

例会「薬物乱用及び

防止活動について」

中田裕紀様 紹介

岡本桂四郎会員

親睦旅行

親睦旅行 親睦旅行 例会「私の履歴書」

綾野浩司会員

RAC例会休会

合同懇談会

振替休会 新入会員歓迎会及

RAC合同夜間例会

於.岸和田ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎ
ｰﾙ

6 7 8 9 10 11 12

30 31 JUN.1 2 3 4 5

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

MAY ～ JUNE ２０１０ ６月ロータリー親睦活動月間

近隣クラブ卓話ご紹介

岸和田東ＲＣ ６月１１日（金）「サウス・サンフランシスコ市青少年訪問団」

岸和田北ＲＣ ６月 ８日（火）「南アフリカと私」西出省三会員

岸和田南ＲＣ ６月１０日（木）「足を知って健康になろう」BMZ 城野たかひと様

●皆見量政会員

家内の誕生日に美しいお花をいただき、ありがと

うございました

●中塚清会員

名札を持ち帰りました。

●亀井茂会員

卓話を担当させて頂きます。

●久禮三子雄会員

新旧合同委員長会議、二次会に出席して楽しい時

間を過ごさせて頂きました。

●大賀祐造会員

家内の誕生日祝をありがとうございました。

学校建設竣工式に私、岸田幹事、中塚副会長、久

保委員長、櫻井昇会員計５名で参加し、早朝ダッカ

を出発、約200kmの行程、フェリーを乗り継ぎ、昼

過ぎ現地到着、地元民3000名の大歓迎を受けました。

翌日はダッカにて新聞記者会見を行い、大々的に新

聞報道されました。

タイの僻地にしても、バングラデイッシュにしても、

そんな機会でもなければ滅多にいけない所でよい思

い出になりました。

これらのいずれもの事業が、私をロータリーに没

頭させ、使命感に燃え、達成感を存分に味わい、大

いに満足させていただきました。

皆さんも、ロータリアンになられた以上、どこか

で何かを体得してください。皆さんのご精進を期待

して私の卓話を終わります。


