
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の卓話  （3 月 12 日） 

次週の予定  （3 月 26 日） 

先週の例会報告 

◆ 出席報告（3月 5日分） 

会員数 44名 出席数 37名 欠席者 1名 

特定免除 5名 その他免除 1名 

出席率 97.36％ 

 

前々回 2月 19日分 

ホームクラブの出席者 35名  97.22％ 

メークアップの結果 36名 

特定免除  7名  その他免除  0名 

欠席者  0名  修正出席率 100.00％ 

 

ロータリーソング 

「君が代」「四つのテスト体操」「奉仕の理想」 

２０１２年～２０１３年度 

国際ロータリーのテーマ 

奉仕を通じて 
平和を 

 

 田中 作次 

国際ロータリー会長 

第２６６０地区 

大東ロータリークラブ 

■ 事務所 
〒574-0046 大東市赤井１丁目 2-10 

ポップタウン住道本館４階 
T E L :０７２－８７５－１２００ 
F A X :０７２－８７５－０５９０ 
E-mail:office@daito-rc.org 
http://www.daito-rc.org/ 

■ 例会 
毎週火曜日 12 時 30 分～1 時 30 分 
〒574-0076 大東市曙町 4-6 
大東市民会館 4 階「大会議室」 
T E L :０７２－８７１－０００１ 
 
 

創立 1967年 12月 26日 
■会 長 藤本 和俊 
■幹 事 髙島  登 
■会報委員長 松原 清一 

◆4つのテスト◆ 
言行はこれに照らしてから 
① 真実かどうか？ 
② みんなに公平か？ 
③ 好意と友情を深めるか？ 
④ みんなのためになるかどうか？ 
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 後面に記載 

今月のテーマ 

「認字率向上月間」 

平成 25年 3月 12 日   No.2197    H25.3.5(No.2196の例会記録) 

 

 

「 春の交通安全週間について 」 

 担当 中原  毅 会員 

四条畷警察署長 署長 

 

い 

ゲストスピーカー         藤田 平 氏 
「 新入会員経歴発表 」 

 森岡 信晶 会員 

安田 智洋 会員 
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皆さん今日は 

本日はゲストスピーカーと致しまして、毎年この

時期にお世話になっていますプロ野球解説者の藤

田平氏にお越し頂きました。この後、阪神タイガー

スの今年の予想やWBCの優勝の確率など、元気の

出る予想を宜しくお願い致したいと思います。 

先週 2 日（土）には、中嶋職業奉仕委員会主催によります春の家族会宝塚歌劇

観劇会で、奥様そして佐藤親睦委員長には、大変お世話になり有難うございまし

た。お陰様で、後の食事会ではタカラジェンヌに同席を賜り、参加されました会

員皆様も大いに盛り上がり満足されたのではないかと思います。本当に細かい気

配りを頂き、感謝申し上げます。 

さて 3 月に入り、奈良に春を告げる東大寺二月堂で伝統法会「修二会」（お水取

り）の本行が始まりました。TV

ニュースを観ていると、１日はあ

いにくの雨模様でありましたが、

午後７時頃より、長さ約６メート

ルのお松明が舞台欄干に火の粉を

夜空に舞わせ、その幻想的な光景

には壮大なロマンを感じました。 

そもそもこのたいまつは、行のためにこもっている僧侶、練行衆を堂内へ導く道

明かりで、童子と呼ばれる付き人が１本ずつ担いで登り、舞台の欄干から打ち振

る舞い、1 日から 14 日までは毎夜通常 10 本のお松明があがります。 ただ、12

日だけは、深夜（13 日の午前 1 時半頃）に、「お水取り」といって、若狭井（わ

かさい）という井戸から観音さまにお供えするお香水（おこうずい）を汲み上げ

る儀式が行われる為、全ての練行衆が上堂しますので、

11本のお松明があげられることになっています。 

このお水取り・修二会と云いますが、この法要は、正式

名称は「十一面悔過」といい、二月堂の本尊である十一面

観世音菩薩の宝前で、人々に代わって懺悔の行を勤め、天

下泰平、五穀豊穣、万民快楽などを願って祈りを捧げるも

のです。前行、本行をあわせてほぼ 1ヶ月、準備期間を加

 藤本 和俊 会長 

 

 

 

会長の時間 



えれば３ヶ月にも及ぶ大きな法要となります。 

又、その歴史も長く、奈良時代の 752年から今日まで一度も途絶えることなく

続けられ、数えて今年で 1262 回目を迎えられたことは、伝統の重さも感じさせ

てくれます。そしてこの法会（ほうえ）が終わるころには、春の兆しが現れてく

ると思われます。しかしこの季節は、三寒四温により体調が崩れやすい時期です

ので、くれぐれもお体には十分ご留意して下さい。 

 

髙島  登 幹事 

 

1.ＨＰの件                       ・・・ 承認 

2.大阪桐蔭高等学校 30周年の件               ・・・承認 

3.ＧＳＥの件 

    ニコニコ特別会計より      ・メークアップ対象・・・承認 

4.中之島 20周年の件                    ・・・承認 

5.田中祥介会員出席免除願いの件             ・・・ 承認 

6.小川芳男会員出席免除の件                ・・・承認 

7.職業奉仕 25万+親睦予算のあまり            ・・・承認  

 

幹 事 報 告 

 

3 月のお誕生日花は、卒業・送別シーズンに人

気の高い春の花々でアレンジ致しました。 

チューリップ・スイトピー・カスミ草です。 

このような花は春の門出に祝した花束として大

変人気が高い花材です。 

お誕生日おめでとうございます。 

 

3 月のお花 

  ***誕生日花*** 

  3月 ７日生  池田・田中会員  菜の花     豊かさ 財産 

  3月 29日生  福富・橋本会員  スモモ     忠実 独立 

  3月 30日生  大矢会員     ローダンセ  変わらぬ思い 

http://www.todaiji.or.jp/index/hoyo/syunie/hutai.html
http://www.todaiji.or.jp/index/hoyo/syunie/hutai.html


 



 

◎ニコニコ箱委員会                   中野 秀一 委員長 
 

・誕生日 （3月） 自祝 池田  實 君 

・誕生日 （3月） 自祝 田中 祥介 君 

・誕生日 （3月） 自祝 福富 經昌 君 

・誕生日 （3月） 自祝 大矢 克巳 君 

・誕生日 （3月） 自祝 橋本 正幸 君 

・結婚記念日 （2月） 自祝 上田 陽造 君 

・春の家族会欠席 お詫び 角井 吉彦 君 

・中嶋君、宝塚欠席すみません  

お陰で元気な女の孫が生まれました 大西 寛治 君 

・宝塚歌劇の鑑賞とても楽しかったです 感謝 中原  毅 君 

・春の家族会では多数の会員の皆様、奥様の御参加頂き  

又、中嶋委員長並びに奥様、佐藤親睦委員長にも 

お気遣い頂きましてありがとうございました  

お蔭で大変楽しい時間を過ごすことができました感謝 藤本 和俊 君 

・中嶋委員長、佐藤委員長お世話になりました 感謝 上田 正義 君 

・家族会大変お世話になりました 感謝 髙島  登 君 

・中嶋職業奉仕委員長、佐藤親睦委員長  

宝塚での観劇ありがとうございました 感謝 堀部 邦夫 君 

・中嶋委員長 宝塚楽しかったです 感謝 大東  弘 君 

・家族会ありがとうございました 感謝 橋本 正幸 君 

・春の家族会欠席 お詫び 嫁が大変お世話になりました   

・ありがとうございました 感謝 杉原 巨峰 君 

・春の家族会 とても良かったです 感謝 佐藤 多加志君 

・春の家族会 中嶋、佐藤両委員長お疲れ様でした 感謝 木村 克己 君 

・中嶋職業奉仕委員長、佐藤親睦委員長  

楽しい宝塚の夜を有難うございました 感謝 東村 正剛 君 

・皆様のニコニコに感謝！ 感謝 中野 秀一 君 

・宝塚楽しかったです 会長パンフありがとうございました   

・中嶋さん、佐藤さんありがとうございました 感謝 東野 喜次 君 

・春の家族会盛会に終わりました  

ご参加ありがとうございました 感謝 中嶋 啓文 君 

・家族会大変楽しかったです 感謝 空門 満也 君 

・家族会お疲れ様でした 宝塚初めて見ました 感動しました  

ありがとうございました  感謝 森岡 信晶 君 

委員会報告 



◎ロータリー財団委員会               田中 祥介 委員長 
 

R．I．第 1890 地区 GSE ドイツハンブルグチーム 5 名（男子 4 名、女子 1

名）が 4月に R．I.第 2660地区に来られ、一ヶ月間滞在致します。当クラブと

致しましては 4月 9日（火）が担当に成りました。 

 当日のスケジュールは下記の通りです。 

 

   10:00 大阪府咲洲庁舎での表敬訪問 

 

   12:30 大東 RCの例会訪問 

 

   14:00 剣道の紹介、実演、体験 

 

会員の皆様には 5名のメンバーに対しまして心より歓迎して頂きたく、12:30

の例会と 14:00 大東市民体育館での剣道の紹介、実演、体験に是非出席下さい

ますようお願い致します。 

 

 

 

 

海藻の奥に隠れてて顔だけ出し

ているところを撮影しました。 

窓から顔が写っている感じです。 

魚はオキゴンベ 南部の根の上

水深１０ｍぐらいにいるメジャ

ーな魚です。 

あまり動かないのでついつい撮

ってしまいます。 

オキゴンベ 



 

 

「 今年の阪神タイガースについて  」 

 

担当 西條 義昭 会員 

ゲストスピーカー 藤田 平 氏 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

皆さんこんにちは。 

早いもので 1年がたちました。今年はWBCがありますが、予想としましては、

苦戦を強いられるのではないかと思っております。まず、リーダーがいないとい

うことです。今回はイチローをはじめとしたメジャーの選手が出場しない。田中

マー君は出ますが、やはり若い。もう少しベテランが引っ張っていけるほうがい

いと思います。今回メジャーの選手が出ません。1 ケ月半くらいの早さで体をつ

くるなどのため、その年の成績が悪くなったりすることが多いからではないかと

思っております。 

また、当初日本自体が出場しないと言っていたこともあるかもしれません。 

なんとかアメリカまで行けるかどうか、行ってほしいとは思いますが、3 連覇

は非常に難しいのではないかと思います。 

さて、今年の阪神ですが、昨年は 4位と予想いたしましたが、それ以上に悪い 5

位で終わってしまいました。原因は、やはり補強をしなかった

ことや、監督以外のコーチが変わってしまったこともあるかと

思っております。 

また、和田監督には存在感が薄く、巨人の原監督にドラフト

で藤波君を獲得した際には「和田さんは初めて仕事をしました

先週の卓話 



ね」と言われたりしました。阪神は巨人同様 12球団で球界を引っ張っていかなけ

ればならない球団だと思いますが、自覚に欠けます。なぜかといいますと、阪神

は成績に関係なくお客さんが入るのであまり問題点を真剣に考えていないところ

があります。そんな中で去年、その前とお客さんが減ってきています。なぜかと

いいますと、芸能人の阪神ファンも言っておりましたが、阪神はＦＡで安易に選

手をとり、自分の所で育てていかない。つまり、これからと期待していた人の所

に FA で入れるため、選手が育っていかない。そういったことをファンも知って

いて面白くない。そのため球場への人の入りが悪くなっている。そいうことじゃ

ないかと私は思っております。 

今年ドラフトで入った藤波君は 12球団の宝と言ってもいいかと思います。体格

も 197ｃｍと大きく、球もスピードがあり、開幕からどうやって使っていくか上

の手腕にかかっていると思います。力もあるのでどんどん使っていくべきだと思

っています。 

今年のキャンプ見てきましたら、開幕ダッシュということで、仕上がりが早い

です。そんなに早く仕上げてしまうと早い段階で失速しないか、後半以降へばら

ないか心配です。 

いい若い選手が入り、基礎から練習をして体を作り上げ、そして技術を磨いて

いくというのは大事なことだと思います。今年は打線がいいです。しかし、打線

は水物のようなところがあるので、やはり優勝するには投手力が必要になってく

ると思います。 

巨人は WBC に多数選手を出していることもあり、怖いのは広島、ヤクルトで

す。今年は 3位には入って欲しいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 


