
　新しい年度に入り、色々と行事が続いております。
　7 月 5 日には、ゴルフ同好会のコンペがありまし
た。雨も降っておりましたが、18 ホール、楽しく
プレーができました。7 月 7 日は、社会を明るくす
る会に参加し、江坂駅前でティシュの配布をいたし
ました。7 月 9 日、昨日ですがクリーン江坂が開催
され、たくさんの会員の皆様の出席をいただきまし
た。これらの行事が無事すんでいるのは、お世話を
いただいている皆さんのおかげと感謝いたします。
　本日は、中堀パスト会長の 90 歳記念例会と名を
掲げさせていただきました。中堀パスト会長が吹田
西ロータリークラブに居ていただけることで、どれ
ほど我々は勇気付けられるでしょうか。後ほど、
「ヨーソロー」というテーマで卓話をしていただき
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ロータリー新年度

荻田倫也 西村元秀 髙木久美子

荻田会長

卓　　話       ガバナー補佐訪問
                      新年度理事挨拶
　                             職業奉仕　　瀬川理事
　                             社会奉仕　　橋本 ( 芳 ) 理事
　                             国際奉仕　　佐藤理事
　                             青少年奉仕　近藤理事
　                            クラブ奉仕　木下理事

卓話
前年度事業報告　　　長屋直前幹事
前年度決算報告　　　木下直前会計
前年度会計監査報告　田中 ( 慶 ) 直前会計監査
今年度予算案　　　　堀会計

四つのテスト

心に残る言葉、箴言、格言　　ヨーソロー

　「ヨーソロー」旧日本海軍、海上自衛隊で使われ
る言葉です。何かで読んで、後がいいようにという
意味でとらえていました。仕事や日常で、その後が
やりよいようにと心してきました。
　中堀パスト会長に「後がいいように」という意味
でいいですかとお聞きしたところ、否定はなさらず
に、目的達成のために臨機応変に対処するというこ
とを教えていただきました。いずれの意味で捉えて
もとても大切な行動指針です。

ます。私の心に残る言葉、箴言、格言も「ヨーソロー」
です。色々な局面で使われるようで、含蓄が深い
言葉に思えます。
　また、本日は試みとして、お酒を飲める例会と
しました。
　尾家パスト会長が「いらっしゃいませ」と場を
盛り上げてくださいました。どうぞ、お楽しみく
ださい。さて、本日も元気に、明るく、軽く、真
剣に参ります。お立ちいただき大きな声でご唱和
ください。
「ロータリーは楽しい」
「ロータリーは楽しい」
　ありがとうございました。
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出席報告
●会　員　数 05   名　●出席会員数 43名 
●来　　　客　 0名 ●本日の出席率 95.56％
●6月19日の出席率（メーキャップ含む）100％

出席委員会　　木田委員長

社会奉仕委員会 橋本芳信委員長

ロータリー財団委員会

1． 前年度皆出席の記念品をお渡し致します。今回 
　 も出席率 100％を達成しました。
　 記念品は前出席委員長、佐藤会員が選んでくだ 
　 さいました。20回坂口会員・由上会員、15回
　 伊藤会員・10回長屋会員・荻田会員、7回榎原
　 会員、　5回西村会員・瀬川会員、3回堀会員・
　 木下会員・矢倉会員、ホームクラブ 100％橋本
　 徹也会員・榎原会員・荻田会員・由上会員
2． 米山功労者の認定が届いております。由上会員
　 ４回、橋本芳信会員２回です。
3． 7 月ご結婚のお祝い生花をお送りしています。
4．本日の例会終了後に理事会を開催しますので理
　  事の皆さんのご出席よろしくお願いします。
5．本日の例会はニコニコＢによるアルコール有の
　  例会とさせていただきます。
6．次週 7月 17日は海の日で例会はお休みです。
　  翌 24 日はガバナー補佐訪問日となりますので
　  よろしくお願いします。
7．事務局の手違いにより先週お配りした会費請求
　  書の銀行口座番号に誤りがあるものが含まれて 
　 おりました。誠に申し訳ありません。本日 box
　 に訂正した会費請求書をお入れしましたのでよ
　ろしくお願いします。
8．ロータリーの友 7月号をお配りしました。
9．今年度地区大会の登録の出席名簿を回覧致しま
　　すので、記入をお願い致します。

阿部委員長

　坂口会員、髙木会員、木田会員、矢倉会員より、
特別寄付を頂きました。ご協力ありがとうございま
した。

幹事報告 榎原第一副幹事

米山記念奨学会委員会 杦本委員長

　木下会員、木田会員、河邊会員、矢倉会員より、
　特別寄付を頂きました。ご協力ありがとうござい
ました。

青少年交換委員会 由上委員長

　地区より青少年交換応募のお知らせが届いており
ます。対象者は来年８月に高校生の方です。当クラ
ブの申込期限は今月末日と致します。希望者は由上
まで。

　7月 7日　社会を明るくする運動：荻田会長、本
田会員、橋本芳信会員、橋本徹也会員、山下会員、
仁科会員、水谷会員、木田会員、清水大吾会員、木
下会員、家村会員

　7月 9日　クリーン江坂：荻田会長、橋本幸治会員、
水谷会員、河邊会員、石﨑会員、紙谷会員、坂本一
成会員、井伊会員、榎原会員が参加されました。
　皆様ご協力ありがとうございました。



橋本芳信会員

坂口SAA

尾家副SAA

伊藤会員

本日のニコニコ箱 　　 48,000 円
累計のニコニコ箱　　153,000 円（ニコニコＢを除く）

グルメ同好会

お値打ちグルメ会　第 21回例会のお知らせ
日　時　平成 29年 9月 7日（木）18:30　～
場　所　「道頓堀　素敵館（すてきや）」
 　大阪市中央区宗右衛門町 3-3　
                キャナルサイド宗右衛門町 5F
　　　　  TEL：06-6213-0248
                 http://www.sutekiya.com/
内　容　ステーキ・鉄板焼き
費　用　20,000 円（飲み放題付き）
＊＊＊　お店紹介　＊＊＊
　高くてもいいから旨いものをというリクエストに
答えて、平成22年第10回に利用した「道頓堀素敵
館」です。その当時から場所が移転し、広くて綺麗
なお店になっています。

ゴルフ同好会報告

ニコニコB
先日７月６日に第１回荻田会長杯ゴルフコンペがグ
ランドオークゴルフクラブにて開催されました。
参加人数は 21名　内夫人は 1名でした。

優勝は　坂本一成会員
ＯＵＴコース 53　ＩＮコース 51　グロス 104　
HDCP　36　　ＮＥＴ　68（次回HDCP　22）
準優勝は　橋本徹也会員
ＯＵＴコース 53　ＩＮコース 50　グロス 103　
HDCP　32　 ＮＥＴ　71（次回HDCP　24）
第３位は　橋本幸冶会員
ＯＵＴコース 35　ＩＮコース 41　グロス 76　　
HDCP　4　　 ＮＥＴ　72（次回HDCP　3）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
表彰式・懇親会はクラブハウス内にて開催しました。
次回予定は　
10月 18日に　吹田 5クラブ親睦交流ゴルフ
紹介　瀬田ゴルフ　北コースです。

同好会報告

●荻田会長　中堀パスト会長、卓話よろしくお願いし
ます。
●中堀会員　ありがとう！
●宮川会員　中堀パスト会長様の卒寿をお祝い申し上
げます。
●村井会員　中堀パスト会長の卓話でどんな話を聞け
るか楽しみにしています。
●坂本 ( 勝 ) 会員　中堀パスト会長の 90才を記念して。
●杦本会員　中堀会員の 90年の歴史達成、おめでとう
ございます。更なる自分史作りに励んで下さい。
●長屋会員　中堀さんの卒寿のお祝い。
●橋本 ( 芳 ) 会員　6月の結婚祝、7月の奥様の誕生祝、
ありがとうございます。
●井伊会員　家内の誕生祝ありがとうございました。
●本田会員　家内の誕生祝ありがとうございます。
堀会員、ありがとうございます。
●仁科会員　誕生日のお祝いありがとうございます。
●坂本 ( 一 ) 会員　7月 5日のコンペに優勝させて頂き
ました。増々努力致します。
●橋本 ( 幸 ) 会員　ベストグロス賞頂きました。やっぱ
り練習が大事ですよ。
●近藤会員　荻田会長杯ゴルフコンペ欠席のお詫び。

・参加
荻田会長、阿部会員、井伊会員、家村会員、木下会員、
小林会員、坂本一成会員、清水大吾会員
清水良寛会員、瀬川会員、橋本芳信会員、水谷会員、
由上会員

・現物寄付
荻田会長、西村会員、木下会員、水谷会員、橋本幸治会員、
近藤会員



　昭和 2 年に生まれました。丁度 90 歳になり、皆
さんのお言葉に深謝しております。
　小学校1年生のとき満州事変、5年生頃に日中戦争、
中学 2 年生で日米開戦です。第 2 次世界大戦は日本
人も約 300 万人死にました。戦争はものすごい人災
です。
　昭和 19 年秋、私は海軍兵学校に志願して入校、翌
20 年の終戦をここで迎えました。1 年間の海軍生活
は厳しかったです。旧海軍には素晴らしいものもあ
りましたが、欠点もありました。多くの思い出が目
に浮かびます。
　面白い海軍用語がありましたので記します。
「ヨーソロー！」です。漢字では「宣候」でしょう。
元々、舟入たちの間で使われていたようです。　
これは大阪弁で書けば、「ヨロシオマス！」今流に示
せばO.K. でしょう。
　しかし、海軍のヨーソローは、その後に、「どんな
状況や条件が変化しても、どんなことをしてでも必
ず目的を達成します！」という強い意志表示が込め

られていました。私は最初短艇訓練で教えられまし
た。短艇とは 13 人で漕ぐボートです。教官が陸上か
ら「○○港　ヨーソロー！」と叫びます。これは命

。すまし返と」！ーロソーヨ港○○「、は側艇短。すで令
これは○○港へ向かうという命令の確認といかに現
況が違っても、どんな困難を排しても○○港へ到着
します！強い意思表示を含んでいるのです。
　我々のロータリーは、「世界平和に向かってヨーソ
ロー」です。
　私の職業奉仕は、「土木工学を通して自然災害から
人々を守ること」です。
　私は、その中でも地盤工学を専攻しております。
日本の地盤工学も未だ未だ至らぬ点（盲点）が残っ
ております。余生は、これに対して役立つよう頑張
ります。ヨーソロー！

中堀会員 90歳記念例会
ヨーソロー（宣候）の思い出

中堀　和英
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