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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2744274427442744回回回回
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ロータリーソング「四つのテスト」

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

新入会員歓迎会 及び

岸和田RAC合同夜間例会

四四四四つのつのつのつのテストテストテストテスト

真実かどうか

みんなに公平か

好意と友情を深めるか

みんなのためになるかどうか

次回の卓話

2010年6月30日（水）

「退任の挨拶」

岡本桂四郎会長

櫻井 新嗣幹事



岡本桂四郎会長

●本日6/16 岸和田RAC例会は休会です。

次週 6/23例会は振替休会。

6月26日(土曜日)新入会員歓迎会及び岸和田RAC合

同夜間例会となります。

●胃腸の働きに関し３種類の生薬を紹介いたします。

六君子湯

[目標]胃腸の弱いもので、食欲が無く疲れやすく、

貧血症で手足が冷えやすい

[応用]胃炎、消化不良、食欲不振、胃痛など

ブクリョウイン

[目標]胃部停水膨満、嘔吐、げっぷ、食欲不振

[応用]胃酸過多症、胃拡張の初期、神経性胃炎、

胃下垂症など

半夏瀉心湯

[目標]胃部がつかえて固い、嘔吐感、食欲不振、

げっぷ

[応用]胃酸過多症、胃下垂、醗酵性下痢、二日酔、

口内炎など

会員数40名 出席義務会員数35名

６月１６日 出席会員２９名 82.86％

６月 ２日 MUを加えて 88.24％

●社会奉仕委員会から口蹄疫に関し義援金を送り

ましたので報告いたします。

櫻井新嗣幹事

2010年6月16日 第2743回

ロータリーソング「R-O-T-A-R-Y」

唱歌「てるてる坊主」

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

「私の履歴書」 綾野浩司会員

●会合報告

6月12日 和歌山ｻﾝﾗｲｽﾞﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ認証伝達式

私が出席いたしました。

6月12-14日 親睦旅行

宇野委員長・伊丹克介会員

西明寺講治会員・山形直道会員

※6/14開催 参加4名(上記会員)

「日本ﾛｰﾀﾘｰ親睦ｺﾞﾙﾌ全国大会(北海道大会)」



日本生命岸和田支社で支社長をしております綾

野と申します。歴史と伝統のある「岸和田RC」に

入会させて頂きありがとうございます。

この岸和田の地で少しでもお役に立てるよう努

力・精進をさせて頂きますので、何卒諸先輩方の

ご指導・ご鞭撻の程、よろしくお願い申しあげま

す。

私は昭和36年12月に岡山市で生まれ、中学・高

校は倉敷市の学校に通いました。高校は倉敷青陵

高校と申しまして有名な大原美術館のある倉敷美

観地区の近くにあり、素晴らしい環境だったと今

になって感じています。「素晴らしい環境」と申

しますのは、美術館や街並みばかりではなく、京

都・萩・津和野と並んで若い女性観光客のメッカ

であることです。アンノン族の若い女性がそぞろ

歩いておりまして、うぶな高校生であった私は学

校の帰り道、ドキドキしたことを懐かしく思い出

します。

高校卒業後、昭和55年に京都大学経済学部に進

学しました。専門は財政学でありますが、当時は、

ケインズ主義に立脚した「大きな政府」路線を批

判したフリードマン博士の著書「選択の自由」に

代表される「新自由主義」が脚光を浴び、アメリ

カでレーガン大統領、イギリスでサッチャー首相

日本では中曽根首相が「小さな政府」を目指した

頃だと思います。

このようなお話ですと何か私が経済学に没頭し

ていたかのような錯覚を皆様方に与えてしまいま

すが、本当は学生時代に明けても暮れても取り組

んだのは音楽活動でありました。

実は私は中学校から吹奏楽部でチューバという

低音楽器を吹いており、大学に入学してからも継

続してチューバを担当しようと願ったのですが、

すでに定員オーバーであり経験の無いクラリネッ

ト担当で入部しました。しかし回りはクラリネッ

トの達人ばかりで面白くありません。

すぐ演奏できる他の楽器はないかと考えたと

ころ、たった一つすぐにやれそうなことに気づ

きました。

それが指揮者でした。

指揮者は楽団の中で唯一音を出さない存在です。

しかし、いろいろな楽器を受け持つプレーヤー

達をまとめて一つの音楽を創ってゆくには、そ

れなりの技術も必要です。そこで無謀にも大学

2年のときにプロの指揮者に弟子入りしました。

先生のお宅でのレッスン、指揮されるときのか

ばん持ちなど、音楽に深入りしたおかげで大学

は5年かけてじっくりと卒業させていただきま

した。この指揮の師匠には大学卒業後も教えを

受け、「音楽村」というNPO法人を一緒に立ち

上げて私は副理事長を務め、今も滋賀県下の高

校生の吹奏楽団や豊中市のママさんコーラスな

どの指揮をさせて頂いております。

そして、師匠からは「指揮者は舞台上のスタ

ーではない。あくまでも聴衆の代表として音楽

を創ってゆくのが仕事である。」と教わり、ま

た「ステージに立つ前にどれだけの準備と勉強

をしてきたかが大事であり、舞台の上でのパフ

ォーマンスは無用。」ということも厳しくご指

導いただきました。指揮者論は経営者論やリー

ダーシップ論・組織論と一脈通ずることも多く

大変勉強になるのですが、本日は時間の関係で

これぐらいに止めたいと思います。

さて、趣味の話が長く脱線もしてしまいまし

た。本業の日本生命での仕事をお話しましょう。

今年度3月に岸和田に来させていただく前は東

京の丸の内にある本社でコンプライアンス関係

を担当しておりましたが、昭和60年に入社して

からは、人事部門、労働組合への出向、不動産

会社への出向、企業保険部門、そして鹿児島支

社と大変幅広い職種を経験させていただきまし

た。特に鹿児島支社では奄美大島、屋久島、種

子島といった離島にも支店があり、おいしい食

べ物と美味い酒、そして人情味あふれるお付き

合いなど、担当した3年間は人生の大切な思い

出の一つになっています。

冒頭でも申し上げましたが、この岸和田の地

で諸先輩方のご指導を賜りながら、明るく楽し

く仕事をさせていただきたいと思いますし、少

しでも地域のお役に立てればと存じますので、

何卒よろしくお願い申しあげます。

「私の履歴書」

綾野浩司会員
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JUNE ～ JULY ２０１０ ６月ロータリー親睦活動月間

近隣クラブ卓話ご紹介

●久松正典会員

例年の育児イベントを7月3日・4日に南港ATC

ホールで開催いたします。各テーブルにパン

フレットを置かせて頂きます。

●梶野和一郎会員

うれしいことがあったので。

●綾野浩司会員

本日、卓話を担当させて頂きます。

●伊丹克介会員・西明寺講治会員・山形直道会員

宇野芳孝会員

親睦旅行から無事もどってまいりました。

最高の天気と最高のゴルフ場で十分楽しんでき

ました。ハンデ14以下A部門で伊丹さんは7位で

した。

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

振替休会 新入会員歓迎会及

岸和田RAC合同例

会 於.岸和田ｸﾞﾗﾝ
ﾄﾞﾎｰﾙ

RAC地区大会

ｺﾞﾙﾌ同好会

例会「退任の挨拶」

岡本会長・櫻井幹

事

RAC例会

例会「新年度を迎え

て」 久松会長・山

形幹事

例会「ｸﾗﾌﾞﾚﾍﾞﾙﾌｫ

ｰﾗﾑ」 ｸﾗﾌﾞ管理奉

仕部門

ｸﾗﾌﾞ会長会

20 21 22 23 24 25 26

11 12 13 14 15 16 17

27 28 29 30 JUL.1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

岸和田東ＲＣ ７月 ２日（金）「会長所信表明」坂東桂子会長

岸和田北ＲＣ ６月２９日（火）「退任の挨拶」井上 弘会長・内芝秀樹幹事

岸和田南ＲＣ ７月 １日（木）「新任の挨拶」別所啓司会長・松林俊和幹事


