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卓話 「クラブ奉仕 炉辺談話報告」 荻田委員長
 「会員増強について」 阪本パスト会長
Weekly No. 1467は西村委員長が担当しました。
Weekly No. 1468は青木委員が担当の予定です。

（本日の原稿をお渡し下さい）

会長挨拶 坂口会長

先週内容

次週 第1468回 例会予告　平成24年8月27日
会員増強・拡大月間

Weekly No.1467／ 平成24年8月6日

卓話 「お盆ってなあに」 本田会員
今週の歌「君が代」「奉仕の理想」

第1467回例会　平成24年8月6日

出席報告
●会　員　数 48名 ●来　　　　客 0名
●出席会員数 35名 ●本日の出席率 83.33％
●7月2日の出席率（メーキャップを含む） 100％

阿部幹事幹事報告

ロータリーのメンバーと世間一般の方々と
の違いはいくつかあります。
とりわけ、決定的で重要な違いは、時間とお
金の重要性についてよく知っており、修羅場
をくぐりぬけ、人生をかけて体得しているこ
とです。
我々はムダなこと、だらだらしていること
には、1分でも1円でも消費しません。そんな
ものは根本的にカットします。我々は、大事な

◦ノーマイカーデー及びシャングリラでの例
会にご協力いただきまして、ありがとうご
ざいました。
◦本日理事会です。シャングリラ奥の個室で
19:00より行います。
◦JR大阪駅電子広告実施のご案内
　ロータリーの公共イメージアップ及び認知
度の向上のため、2012年8月6日（月）から
同年9月2日（日）まで、JR大阪駅東口、改札
前北側及び南側柱、西口改札前柱で電子広
告が掲示されます。
◦ロータリーの友8月号が届きましたのでBOX
へお配りしました。

矢倉副委員長

ことには思い切ってお金も時間も労力も使い、
そして成功してきました。それがロータリー
クラブメンバーの皆様なのです。
だからこそ、ロータリー活動には時間とお
金を浪費せず、時間は開始も終了も時刻を断
固として厳守しましょう。そして、例会や炉辺
談話や諸活動には、時間を惜しむことなく可
能な限り全力で参加して、価値観や生き方・
考え方を向上させましょう。
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◆尾家会員
先週、山岡会員に大変お世話になりまし
た。

◆橋本（芳）会員
おそくなりましたが、嫁さんの誕生祝あり
がとうございました。

ニコニコ箱 岡SAA

清水委員長ロータリー財団委員会
本日、尾家会員、橋本（芳）会員より特別寄付

を頂きました。ご協力ありがとうございました。

橋本（芳）委員長社会奉仕委員会
明後日、8月1日（水）は、江坂企業協議会担
当のクリーンデーです。サニーストンホテル
前に7時30分集合です。皆さんの参加をお待ち
しています。
献血活動が8月22日（水）㈱ビケンテクノ様
の協力のもとおこなわれます。ぜひともご協
力をお願いします。

宮川副委員長米山記念奨学会委員会
本日、坂口会長、橋本（芳）会員、尾家会員、
岡会員より特別寄付を頂きました。ご協力ありが
とうございました。

卓　　話卓　　話

詳しい内容等はクラブ概況にて報告してい
ますので省略させていただきます。今年のゴ
ルフ同好会は波乱の1年でした。
ゴルフ同好会会長が新井会長から右松会長
へと代わり、幹事も阿部さんはそのままで、橋
本が島田会員から変更となり、新しい体制で
のスタートでした。
第1回は阪本会長のお膝元の有馬ロイヤル
ノーブルコースでの開催でした。滞りなく終
わり、新井会員の奥さんの優勝で幕を開けた
のですが、順位表の誤記のため2位以下の順位
が変動となり、2位以下の成績を無効とさせて
いただきました。本当に申し訳ないと思って
います。
そして第2回は名門茨木カンツリー東コース
で、仕事以外でもサックス・宇宙計画と、ほん
とに精力的に御活躍している杦本会員の優勝
で何事もなく無事終了しました。
第3回はジャパンメモリアルゴルフ倶楽部に
て開催され、なんとロータリーの幹事職の重

ゴルフ同好会    橋本（芳）会員「同好会報告」

会員
 昭和 32 年 8 月 14 日 荻田会員
 昭和 33 年 8 月 14 日 榎原会員
 昭和 23 年 8 月 20 日 髙木会員
 昭和 13 年 8 月 30 日 鈴木会員
         以上4名
会員夫人
    8 月 8 日 村井会員夫人
    8 月 19 日 島田会員夫人
    8 月 21 日 坂口会員夫人
    8 月 25 日 西村会員夫人
         以上4名

誕生御祝－８月 圧にも耐え、見事紙谷会員が優勝されました。
すごく忙しいと言っていましたが、仕事やロー
タリーだけでなくゴルフもよく行っていたの
ではないでしょうか？
そして江坂対抗戦、山の原ゴルフ倶楽部にて
開催されました。江坂の主力選手の不参加もあ
り、初めて江坂ロータリーに勝つことができま
した。
今年度もゴルフ好きの新会員が入会されま
したので是非とも参加していただき、今度も
また小林会員の音頭の下「勝った勝ったまた
勝った」をいたしましょう。
そしてなんと言っても一番の波乱は右松会
長のロータリー退会です。せっかくゴルフ同
好会もこれからもっと盛り上げていこうと
思っていましたが仕方がないことです。今、阿
部会員と同好会会長を模索しています。是非
ともお声掛け致しましたら躊躇なくお受けく
ださい。宜しくお願いします。
そして番外編ですが、新井会員のエイジ
シューターと新井会員の奥さんのホールイン
ワンダブル記念の懇親会も江坂のスイエンで
させていただき、多くの会員に参加いただき
ました。
そして右松会員のお別れコンペを関西カン
トリーで開催いたしまた。多くの方が参加し
ていただき、お別れ会にも江坂の食堂園にて
多くの会員が駆けつけていただきました。本
当に有難うございました。
阿部さんの色々なきめ細かい設営に感謝し
私はただ付いていくだけですが、これからゴ
ルフを始めてみようと思っている方も是非こ
の同好会を使っていただき、気楽にご参加し
ていただけたら幸いです。

◆島田会員
先週、22才女子プロ誕生。4年間応援し
たかいがありました。これから山あり谷あ
りだけど、縁を大事にして応援します。

◆荻田会員
先週、炉辺談話にたくさんのご参加いた
だきありがとうございました。
──────────────────
 本日のニコニコ箱 12,000円
 累計のニコニコ箱 158,000円
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詳しい内容等はクラブ概況にて報告してい
ますので省略させていただきます。今年のゴ
ルフ同好会は波乱の1年でした。
ゴルフ同好会会長が新井会長から右松会長
へと代わり、幹事も阿部さんはそのままで、橋
本が島田会員から変更となり、新しい体制で
のスタートでした。
第1回は阪本会長のお膝元の有馬ロイヤル
ノーブルコースでの開催でした。滞りなく終
わり、新井会員の奥さんの優勝で幕を開けた
のですが、順位表の誤記のため2位以下の順位
が変動となり、2位以下の成績を無効とさせて
いただきました。本当に申し訳ないと思って
います。
そして第2回は名門茨木カンツリー東コース
で、仕事以外でもサックス・宇宙計画と、ほん
とに精力的に御活躍している杦本会員の優勝
で何事もなく無事終了しました。
第3回はジャパンメモリアルゴルフ倶楽部に
て開催され、なんとロータリーの幹事職の重

野球同好会を結成し6年目のシーズンを終了
致しました。今年度は2660地区ガバナー杯争
奪軟式野球大会5度目の参加であり、全国大会
は昨年度の震災による中止に伴い、東日本大
震災復興祈念の親睦大会と決まっていました。
今回も戦績は考慮されない大会ではありまし
たが、“優勝したら全国大会に参加申請しよう”
と決めて臨みました。前年度は優勝したものの、
苦戦続きの大会でありましたが、今大会も上
記結果にあるように接戦の連続でした。初戦
は4対6で敗色濃厚の最終回、大藤選手の起死
回生同点ホームスチールで追いつき、島田会
員のサヨナラ安打で奇跡の逆転サヨナラ勝
ち！その後勢いに乗り2戦は大勝したものの、
ブロック最終戦の中之島RCに苦戦し何とか1
点差で逃げ切りブロック1位を決め、くずはRC
との決勝戦に臨みました。5点を先行され劣勢
にたたされましたが、一挙8点を奪い逆転に成
功！しかしじわじわと追い上げられ同点で迎
えた最終回、石﨑監督がチャンスをつくり紙
谷副主将が劇的サヨナラ安打を放ち、2年連続
3回目の優勝を飾りました！
そして堂々と参加申請した甲子園大会でし
たが、無情にも雨天中止となってしまいました。
残念ではありましたが、神様が「君たちは練習
が足らん、きっと怪我をしていただろう！もっ
と練習をして出直してきなさい」といって雨
を降らせたのだと思います。
今年も8月8日に代表者会議が開催され、第
24回ガバナー杯野球大会の日程組合せが決定
致します。来年の甲子園目指して頑張ります！

圧にも耐え、見事紙谷会員が優勝されました。
すごく忙しいと言っていましたが、仕事やロー
タリーだけでなくゴルフもよく行っていたの
ではないでしょうか？
そして江坂対抗戦、山の原ゴルフ倶楽部にて
開催されました。江坂の主力選手の不参加もあ
り、初めて江坂ロータリーに勝つことができま
した。
今年度もゴルフ好きの新会員が入会されま
したので是非とも参加していただき、今度も
また小林会員の音頭の下「勝った勝ったまた
勝った」をいたしましょう。
そしてなんと言っても一番の波乱は右松会
長のロータリー退会です。せっかくゴルフ同
好会もこれからもっと盛り上げていこうと
思っていましたが仕方がないことです。今、阿
部会員と同好会会長を模索しています。是非
ともお声掛け致しましたら躊躇なくお受けく
ださい。宜しくお願いします。
そして番外編ですが、新井会員のエイジ
シューターと新井会員の奥さんのホールイン
ワンダブル記念の懇親会も江坂のスイエンで
させていただき、多くの会員に参加いただき
ました。
そして右松会員のお別れコンペを関西カン
トリーで開催いたしまた。多くの方が参加し
ていただき、お別れ会にも江坂の食堂園にて
多くの会員が駆けつけていただきました。本
当に有難うございました。
阿部さんの色々なきめ細かい設営に感謝し
私はただ付いていくだけですが、これからゴ
ルフを始めてみようと思っている方も是非こ
の同好会を使っていただき、気楽にご参加し
ていただけたら幸いです。

野球同好会　清水会員「同好会報告」

第23回  2660地区ガバナー杯争奪野球大会  戦績
 平成23年10月30日㈰ ブロックリーグ戦
 浪速ふくろうスタジアム 大阪帝塚山RC 7X－6　○

 平成23年11月 3 日㈭ ブロックリーグ戦
 山本球場 八尾RC 18－1　○

 平成23年11月20日㈰ ブロックリーグ戦
 箕面市サントリー球場 吹田RC 11－0　○

 平成23年11月27日㈰ ブロックリーグ戦
 箕面市サントリー球場 大阪中之島RC  6 －5　○

 平成23年12月 4 日㈰ 決勝戦
 箕面市サントリー球場 くずはRC 9X－8　○ 優勝!

第29回  全国ロータリークラブ野球大会  戦績
 平成24年 6 月16日㈯ 東日本大震災復興祈念親睦試合
 阪神甲子園球場 静岡新富士RC 　   雨天中止

 第23回2660地区ガバナー杯争奪野球大会
戦績　4勝0敗　勝ち点8　得点42　失点12　得失点差30
最終順位1位優勝　　　　クラブ最優秀選手　大藤　辰弘
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会員　あきら（仲辻　章）
　　　山牛（小林　哲）
　　　ときよし（由上時善）
　　　久美子（髙木久美子）
　　　みかよ（山口美加代=事務局）

幹事　小林　哲

活動　月1～２回の句会を例会後に行う。
　　　兼題と当季雑詠で七句出句。

　長年ご指導頂いた吹田西RCのOBでもある田
原憲治さんが、昨年の秋に急逝され、俳句同好
会の存続も危ぶまれましたが、その後も月１
～２の句会で経過しています。日本人が長年
に渡り育んできた、四季それぞれの季語に親
しみ、四季を詠む楽しい会です。どなたにも俳
句は詠めます。是非ご参加下さい。

俳句同好会　髙木会員「同好会報告」

グルメ同好会　伊藤会員「同好会報告」

カラオケ同好会　家村会員「同好会報告」

カラオケ同好会は10年ぐらい前に、元会員の
吉岡様が同好会を作られ、新名先生を迎えて発
足致しました。当時は10名ぐらいの会員があり、
新大変活気のある同好会でした。現在は、新名
先生もお亡くなりになられ、新しく大亀先生を
迎えました。ロータリーの会員は新井・家村の
2名ですが、新しく新名先生のお弟子さんが6人
入会され8名で会を行っております。

開催日時、場所
毎月1回クラブ行事のない週の例会後、
19:00～21:30、くり～ん亭2F又は3F

現在会員募集中！！

幹　事：阿部吉秀・伊藤泰充

■第11回
日時　2012年3月16日（金）PM6：30～
場所　「旬彩天つちや」
　　　大阪府吹田市豊津町41-4
　　　電話　06－6338－2288
　　　http://www.shunsaiten-tsuchiya.com/
　　　内容　天ぷら、懐石・会席料理

■第12回
日時　2012年6月8日（金）PM6：30～
場所　「大阪船場 吉野寿司」
　　　大阪府大阪市中央区淡路町3－4－14
　　　電話　06－6231－7181
　　　http://www.yoshino-sushi.co.jp/index.htm
　　　内容　寿司会席

※幹事からのコメント
　本年度も2回だけの開催でした。
　お詫び申し上げます。


