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4

つのテスト

●真実かどうか

第1495回例会

●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

平成25年5月20日

卓話 「地区国際奉仕委員長として」
小林パスト会長
今週の歌「四つのテスト」

先週内容
会長挨拶

坂口会長
米山奨学生 謝雯さん 自己紹介
謝雯と申します。2010年の４月、中国のハ
ルピンから参りました。現在は大阪大学理学
研究化学専攻で、太陽電池という研究を行っ
ております。
これから吹田西ロータリーファミリーのメ
ンバーの一員になることは非常に光栄です。
どうぞよろしくお願い致します。

本日より新しい米山奨学生 謝雯（シャ・ブ
ン）さんをお迎えします。才色兼備の留学生で
すので、皆様いろいろと教えてあげてください。
健康増進法（筋力増強）に、以前押すことをお
話ししましたが、引くことも飛距離アップに
は重要です。ゴルフに関しまして、村井パスト
会長にお話しをうかがいます。島田さん、おか
えりなさい。毛利さん、おかえりなさい。野球
の基金もよろしくお願いします。

次週 第1496回 例会予告

幹事報告

阿部幹事

平成25年5月27日

卓話 「地区委員報告 財団人道的補助金委員会」 長屋会員
「企業の品質は人」 杦本会員
Weekly No. 1495は西村委員長が担当しました。
Weekly No. 1496は澤井副委員長が担当の予定です。
（本日の原稿をお渡し下さい）

◦ロータリー財団より石﨑会員へベネファクター
の表彰が届きましたので、お渡し致します。
◦ロータリーの友５月号をお配りしました。
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阪本、宮川、山岡、紙谷、本田、橋本（徹）、清水、
田中、橋本（芳）各会員、東急インの細川様、
吹田郵便局の堤様、以上の計12名でした。
今年度ご協力本当にありがとうございました。

吹田西RC 第1500回記念例会
日時 6月24日（月） 18:00〜20:30
場所 グランフロント大阪・インターコンチネンタルホテル
2階宴会場
会費 会員・ご家族共 ￥16,000
フレンチコースディナー＆フリードリンク
内容 6月5日に開業予定のインターコンチネン
タルホテル大阪で、ゴスペルを聴きなが
らウエスタンフレンチセットディナーの晩
餐会。吹田西ロータリークラブの1500回
記念例会ですので、多数の参加をお待ち
しております。

ゲ

ス

ト

米山奨学生
神 戸 R C
三 田 R C

ロータリー財団委員会

清水委員長

2013年5月のロータリーレートは１ドル＝
98円と本部より連絡がありましたので、お知
らせ致します。

榎原委員長
謝
雯
様
山本 俊一 様
丹羽 嘉孝 様

野球同好会

清水会員

第30回全国ロータリークラブ
野球大会のお知らせ
下記日程で全国ロータリークラブ野球大会
（今大会は第30回の記念親睦大会）が開催
されます。甲子園球場でスタンド､ロッカー
ゲストご紹介

ルーム､ベンチ内観戦も自由に出来ます。

荻田クラブ奉仕委員長

ご夫人､ご家族､知人お誘いの上是非応援・

●会 員 数 48名 ●来
客
3名
●出席会員数 36名 ●本日の出席率 85.71％
●4月8日の出席率（メーキャップを含む） 100％

今回も入場証が必要となります。何枚でも

出席報告

ご観戦下さいますようご案内申し上げます。
要請出来ますので、ご家族・お知り合いの
ご来場人数を、別紙回覧にご記入下さい。

結婚御祝−５月
昭和 38 年
昭和 39 年
平成 1 年
昭和 35 年

5
5
5
5

月3 日
月6 日
月14 日
月18 日

社会奉仕委員会

小川会員ご夫妻
新井会員ご夫妻
伊藤会員ご夫妻
澤井会員ご夫妻
以上4組

記
日

時：６月１日(土)
第4試合・14:00 〜 15:30

ベンチ：３塁側ベンチ
対戦相手：岩手県 大船渡西ロータリークラブ

橋本（芳）委員長

場

所：阪神甲子園球場（球場入口は６号門です）

住

所：兵庫県西宮市甲子園町1-82

アクセス：阪神電車「甲子園駅」から徒歩2分
お車の方は甲子園球場内の駐車場
は利用可です。
（ロータリーの関係
者と言えば大丈夫です。43号線下
の側道よりお入り下さい｡西宮IC方
面からは側道の甲子園球場前を
Uターンしてお入りください）

5月1日㈬に今年度最後のクリーンデーがあ
りました。連休の間でしたが、たくさんの方に
参加していただきました。

その他：雨天の場合は中止です。
（当日の甲
子園球場の判断に従います）
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卓

第30回全国ロータリークラブ
野球大会のお知らせ

話

「私とゴルフとロータリー」 村井パスト会員

下記日程で、城北RC・大阪中之島RCと合
同練習、練習試合を行います。ご参加下さ
いますようご案内申し上げます。
①．5月15日（水）17:00 〜 19:00
②．5月23日（木）17:00 〜 19:00
場所は共に吹田市の桃山台グラウンドです。
※本日、甲子園大会応援募金を ￥ 91,620も頂戴致しました。募金を頂いた皆様に心
より感謝申し上げます。野球ができる事に感
謝し、全力で頑張ります！

昨日は母の日でした。皆さんは何かしまし
たか。母の日とはアメリカのアンナ・ジャー
ビスさんが母の霊前に、白いカーネーション
（花言葉は亡き母をしのぶ）を供えたのが始ま

ニコニコ箱

りで、存命の母には赤いカーネーション（花言

山岡副SAA

◆三田RC 丹羽様
メーキャップに参りました。本日は宜
しくお願い致します。
◆神戸RC 山本様
メーキャップに来ました。よろしくお
願い致します。
◆坂口会長
島田さん、おかえりなさい。
◆島田会員
長い間休ませて頂きました。健康には
皆さん気を付けて下さい。
◆清水会員
メーキャップでこられました、私の悪
友、神戸RCの山本様、三田RCの丹羽（に
わ）様、ようこそお越しくださいました。
◆榎原会員
2週間ぶりの例会楽しみます。
◆宮川会員
好い季節を迎えました。失礼勝ちで恐
縮です。
◆新井会員
結婚記念のお花、ありがとうございま
した。
◆山岡会員
ゴルフコンペ初参加します。
──────────────────
本日のニコニコ箱
23,000円
累計のニコニコ箱
1,124,591円
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葉は純粋な愛）にしたそうです。
実は小生がロータリーに入会させてもらう
きっかけがゴルフだったのです。岡山のロー
タリークラブの当時の会長とゴルフをして、
3 ヶ月後に吹田西ロータリークラブに紹介さ
れました。そして、瀧川さん、河邊さんに会って、
その日に署名させられました。これが世に云
う増強月間でした。岡山さんをうらみましたが、
入会して会長になった初めての例会に、わざ
わざ岡山から来て下さいました。一番の感動
でした。
（河邊さんが連絡されたと思いますが）
皆さんの記憶に残っていると思いますが、
ジ ャ ン ボ 尾 崎 が66才 で62で 廻 り、エ ー ジ
シュートを達成しました。多くの人に感動を
あたえたと思います。
又、本でも紹介された古市忠夫さんは、還暦
ルーキーで、2000年9月に60才でプロテスト
に合格されました。彼の話を聞く機会が有り、
真剣に聞いていました。
（ちなみに1999年〜
2000年、小生は2年連続クラブチャンピオン
になりました）
ゴルフは心の格闘技で有り、いかに才能が
有り、努力をしても、運があっても、勝つとは
思わなかったそうです。自分がなれたのは、震

災を経験して、他人よりも数倍感謝する気持

ロータリーの記章の様にロータリーは輪廻

ちが強かった。それが感謝力。これで一打良く

転生します。

なります。
私達はその中で、一蓮托生でいたいと思う。
心技体で相手に勝とうとする闘争心、それ

悪い様に云われるが、違う。死後：極楽浄土で、

よりも今有るのは、皆さんのおかげ、生かして

同じ蓮華の上に生まれる事を云い、往って再

もらっている。だからなれた。だから怖くな

度生まれる事を、往生と云います。

かった。
（※イップスになるのも邪心が働くか

往生しても皆さんとは一蓮托生でいたい。

らではないでしょうか）

友人や夫婦が、来世に浄土で一緒にくらそう
と願う事です。

私がクラブチャンピオンになった時の話を
します。2度打ちと右手打ち、握手をした時、
有り難とう御座居ましたと云いました。

最後に、現在の生活に感謝。奥さんに感謝。
友人とロータリアンに感謝。ゴルフが出来る
事に感謝。これを実行すれば、5打は十分スコ

ロータリーのコンペでは新井先生や水間さ

アアップになると思います。

んにはなかなか勝てませんでした。石﨑さん
と小林さんには……今は奥さんとライバルで

−クラブ俳句同好会−

ゴルフを楽しんでいます。

年を経るごとに、知識や技術は経験的に増し、
精神的にも進歩するが、必ずしも比例はしない。
ゴルフも上手くなるが、全体ではプラスマイ

山

人には一生が有り、ロータリーは永遠に巡る。

大股で行かねば消ゆる朝の虹

素直に有難うと云えるようになりたいです。

あ き ら

言葉です。いつでも、どんな時でも、誰にでも、

国生みの島の花園虹かかる

けない、おそれおおいという感謝をあらわす

み か よ

う事がムズカしい！有難い事、だから、かたじ

夜干梅つまめば指に柔らかし

当は人間として生まれる事や、仏の教えにあ

兼題 ﹁虹﹂﹁梅干﹂及び当季雑詠

第三百十二回句会

有難とうとは感謝やお礼の言葉ですが、本

ナスが働く。ドライバーも新しい技術で開発
された物が出る。
コマーシャルも、もっと飛ぶ、さらに飛ぶ、
最高の飛び、かつてない飛び等、開発される。

牛

これを信じて買い替えた私はすでに400ヤー
ドを越えるドライバーで有るはずになる。又、
その距離は引き継ぐ事はない、その人で終わ

【今後の予定と兼題】
第三百十三回句会 平成25年6月3日
兼題 「更衣」「田植」当季雑詠

りで有る。
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