
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の卓話  （3 月 11 日） 

次週の予定  （3 月 18 日） 

ロータリーソング 

「君が代」「 奉仕の理想 」「 四つのテスト体操 」 

ロータリーを実践し 
みんなに豊かな人生を 

２０１３年～２０１４年度 

国際ロータリーのテーマ 

国際ロータリー会長 

ロン・D・バートン 

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 上田 正義 
■幹 事 小川 芳男 
■会報委員長 杉原 巨峰 

◆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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ニコニコ箱 

平成 26 年 3 月 11 日   No.2240 H26.3.4(No.2239 の例会記録) 

先週の例会報告 

大東ロータリー会長テーマ 

「今を生きる、そして未来につなげる」

◆ 出席報告（3月 4日分） 

会員数 42名 出席数 30名 欠席者 4名

特定免除 8 名 その他免除 0名 

出席率 88.24％ 

 

前々回 2月 18日分 

ホームクラブの出席者 35名  92.11％ 

メークアップの結果 38名 

特定免除  4名  その他免除  0名 

欠席者 0名  修正出席率 100.00％ 

今月のテーマ 

「識字率向上月間」 

    裏面に記載 

「 加齢黄斑変性症について 」 
ゲストスピーカー  
関西医科大学枚方病院 眼科 永井 由巳氏

担当 小林 誉典 会員

ゲストスピーカー

元阪神タイガース監督 藤田 平 氏 

「 新入会員経歴発表 」 

 山田 伸 会員



 
 
 
 

皆さん今日は、例会出席ありがとうございます。 

いよいよ春近しです。３月にはいりました。もう

少しでこの寒い冬は終わります。関西では、奈良

東大寺二月堂のお水取りが終われば春が近いと言

われます。 

昨日は雛祭りでした。皆様の各ご家庭でも雛祭り

をお祝いされたかと思います。私も孫が６人おりますが、６人とも、女の子で雛祭

りの時期が来ますと財布が軽くなります。日頃連絡がほとんど来ない長男と次男の

嫁から携帯にお雛様と孫の写真が送られてきます。私は此れを暗黙の脅迫メールと

呼んでいます。これ以外メールがあるのは、孫の誕生日のみです。去年私の誕生日

と、父の日にメールを送りましたら完全に無視で返事も待てど暮らせど見事に来ま

せんでした。今後高齢化が進みますが、年寄りは少しぐらいのお金を持っていなけ

れば、嫁・孫息子連中には大事に扱ってもらえない世の中になるかと思います。唯

一頼りになるかと思っている嫁さんも、仕事をリタイアして年金暮らしで家にいる

と多分、粗大ゴミ扱いにされるのがおちかと思う歳になりました。皆さんもいつま

でも元気で生涯現役で例会に出席してください。現役で稼いでいる間は粗大ゴミに

はなりませんので。 

本日は、毎年恒例のプロ野球春のキャンプの時期に卓話をしていただきます、元阪

神タイガース OB の藤田 平様がご臨席いただいております。ありがとうございま

す。今年のプロ野球特に阪神タイガースについて、今年は優勝争いに参加できるか

お話をお伺いしたいと思います。よろしくお願い致します。今は梅が咲き始めです

が、キャンプが終わり、開幕が近づいてくれば桜も咲き春本番となります。今年も

タイガース桜のように見事に散らないように祈っております。しつこく優勝争いに

花びらを残して欲しいものです。 

春が来て一番辛いのは、花粉症をお持ちの方ですが、大変だと思いますが必ず日時

は過ぎていきますので今は耐えてください。朝の来ない夜はありません。 

これで会長の時間終わります。ありがとうございました。 

 上田 正義 会長会長の時間 



小川 芳男 幹事 
 

理事会報告 

【報告事項】 

・FVP 特別委員会報告（ネパール）   

FVP 特別委員会橋本委員長より報告を頂きました。 

ネパールにおいて水の浄化事業をする。 

FVP 事業費で予算取りをして頂く。 
 

【議  題】 

(1) 慶弔規定について 

  香典を辞退された時は喪主の意向を尊重して香典を出さない 

  他細目を 4 月理事会において成案を得る 

(2) 大阪桐蔭中学高等学校入学式 祝い金       ・・・・・承認 

 

  

幹事報告 

 
 
 

次年度事業予算協議会のご案内 
 
 

 ニコニコ事業の予算を話し合いたいと思います。 

 関係者各位はご出席をお願い致します。 

日  時 ２０１４年３月 18 日（火）例会終了後～ 

場  所 例会場にて  

 



 

 
◎ニコニコ箱委員会        東野 喜次 委員長 

・誕生日 自祝       橋本 正幸 君 

・例会出席ありがとうございます     上田 正義 君 

・理事役員の皆様、理事会出席ありがとうございました 感謝 小川 芳男 君 

・中嶋さん色々とお世話になり有難うございました  藤本 和俊 君 

・木村君お世話になりました 感謝    大東  弘 君 

・グルメ会多数参加申し込みありがとうございます  

まだまだ参加出来ますのでよろしくお願いします 感謝 田川 和見 君 

・先週はジェンヌウィークでした     佐藤 多加志君 

・宝塚観劇に行って来ました     木村 克己 君 

・田川さん、橋本さん、大矢さん、杉原さん、木村さんありがとうございました  

中嶋さんありがとうございました    中野 秀一 君 

・中嶋さん先日はお世話になり有難うございました  

木村さんお世話になりました 感謝    東村 正剛 君 

・新人公演ご参加ありがとうございました 感謝   中嶋 啓文 君 

・城崎に行って来ました 皆様のニコニコに感謝   東野 喜次 君 

 

 

 

◎雑誌委員会       福富 經昌 委員長 

【横組みページ】 

☆ＲＩ会長メッセージ「世界の子どもに識字力を与える」：私

たちは基本的教育と識字率向上をロータリーの奉仕の優先事

項にしています。今月は識字率向上月間。地球の裏側にいる子

どもであれ、自分の町にいる子どもであれ、私たちが行ってい

る子どもの識字率向上に対する支援が、どんなに素晴らしい贈

り物かを、あらためて考えてみましょう。 

☆3 月は識字率向上月間：「すべての人たちに識字能力を」です。「基本的教育と識

字率向上」は「平和と紛争予防／紛争解決」「疾病予防と治療」「水と衛生」「母子

委員会報告 



の健康」「経済と地域社会の発展」とともに、ロータリーの 6 つの重点分野の一つ

に指定されている。今月は識字率向上月間にちなみ、ロータリー財団の基本方針が

紹介されています。 

☆世界ローターアクト週間：3 月 10 日～16 日は世界ローターアクト週間です。全

国各地区のさまざまな活動状況が紹介されています。 

☆よねやまだより…ありがとう、ロータリアン！○21「21 世紀のシルクロードをつ

なぐ」東京恵比寿 RC の米山学友・ウズベキスタン出身の B.M.マルフォビーチさ

んの、日本とウズベキスタンとの友好的きずなをもっと深めたいと、文化や経済を

中心とする様々な交流プロジェクト推進し、両国を結ぶシルクロードのような存在

となって活躍している。 

☆心は共に：「あれから 3 年…… ロータリーの支援活動は続いています」各 RC

の支援活動報告。 

☆視点：各地区のガバナーのページ 

☆2014-15 年度 RI 会長・GARY C.K. HUANG 氏へのインタビュー記事。 

 

【縦組みページ】 

☆スピーチ：2820 地区(茨城県)・地区大会記念講演要旨(2013

年 2 月 17 日)：小惑星探査機はやぶさプロジェクトマネジャー 

川口淳一郎氏の｢はやぶさが挑んだ人類初の往復の宇宙旅行…

その七年間の歩み」の講演の中で「やれる理由を探せ」と述べ

ておられます。 

☆わがまち……そしてロータリーは福島県・いわき市です。被

災した古民家を修復し地域を元気に！の活動報告。 

☆友愛の広場：各 RC から種々興味深い報告が掲載されています。 

☆卓話の泉：興味深い内容の卓話が掲載されています。 

☆ロータリーアットワーク：第 2660 地区からは、大阪心斎橋RC から‘米山奨学生の

愛は国境を越えた’、大阪大淀 RC から‘南三陸町の小学校に新しい楽器寄贈’の報告

が掲載されています。その他全国各地のRC から興味ある内容の報告がなされています。 



 

 

 

「 今年の阪神タイガースについて 」 

 
 

    ゲストスピーカー 元阪神タイガース監督 藤田 平 氏 

担当 西條 義昭 会員 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

阪神は 8 月に失速するということがここ最近多いんですが、去年の事を見てもらう

と一番よくわかる結果が出たのではないかと思います。あれだけのいい成績を残し

ていながら CS で広島にコテンパンにやられた、ということで非常に残念に思って

ます。広島にあれだけやられるとは誰も思っていなかったことです。また、藤波が

先発ということで皆さん驚かれたと思いますが、力があり、そして将来のエースと

いうことなどで第１戦目で先発したのではないかと思います。和田監督は自分の責

任だと言ってたので、責任をとって辞める事になるのではと評論家の間で話は出て

いました。しかし広島に負けたあくる日、来年バッティングコーチに掛布、オマリ

ーを雇うという話が新聞に出ました。そのため責任問題がうやむやになり、監督も

フロントも残ったという結果になりましたが、結果的には良かったと思います。掛

布が入りバッティングを教えて非常に若い選手が活気を取り戻してきました。やっ

と基本的な事を教えれるバッテイングコーチが入ってきたと思います。若手が一生

懸命、目の色を変えてやっているように思います。今までは阪神には若手が出てこ

ないという事で、よそから選手を取る事が多かったんですが、我々は阪神から生え

抜きの選手が出てきて欲しいと思っていました。来年出てくるかというとわかりま

先週の卓話 



せんが、早ければ来年、再来年くらいに選手が育ってくるんじゃないかと思います。

今年は中堅クラスの今成、新井あたりがしっかりしてきて、そうなるとベテランも

うかうか出来ないんじゃないか、そんな事などで今年は阪神に僕は期待しています。 

阪神は投手力がよくメッセンジャーや能見、そして藤波などがいいんじゃないかと

思いますが、あと二枚はあればいいと思います。 

不安なのは打撃についてはゴメスですが、沖縄のキャンプで見るかぎりメニューを

こなせないなど不安が残る感じがします。あと呉昇桓ピッチャーが入りましたが、

ステップの問題が不正投球じゃないかと問題になっています。早く結論を出しても

らわないと開幕に間に合うか心配です。監督会議のあと 5 球団が反対するとなると

一から練習しなおししないといけなくなります。しかしこのピッチャーは WBC で

投げているのに日本のルールではなぜダメなのか、ダメだとなるとよい投手を取っ

たのに阪神にとってはピンチです。呉投手が問題なく、そしてゴメスが期待どおり

の活躍をすれば阪神優勝が濃厚になって来ます。 

あとは、接戦の時の監督の采配です。巨人の原監督は和田監督に自信を持って戦っ

ています。原監督は負けると松井が出てくるので負けるわけにいかない。そういっ

た意味では和田監督も今年が大事です。総合力からいくと巨人が強いだろうと一般

の人も思われていますが、野球はやってみなければわからない事です。弱いチーム

に勝ち貯金をしていくことが重要です。 

西岡にしろ大和にしろ選手は揃ってきています。また両新井と今成が 3 人でサード

を守るのはもったいない話で、もしゴメスがだめとなると新井をファーストへサー

ドを今成か新井弟が守ってもいいかと思います。キャンプで見ますと体をしぼった

福留が元気です。心配なのは西岡で、彼はいいときと悪いときがはっきりし今年は

やってくれると思いますが 144 試合は難しいのではないか、走って守れる調子のい

い上本をどう使っていくか、和田監督の采配にかかっていると思います。 

投手では藤浪、メッセンジャーは力はあるのに打てないから負けている。この二人

は 17、8 勝そして、能見も 15 勝ぐらい出来る力があります。あとは 5 勝ずつして

くれる若手が 3 人ほど出るといいのですが、そんな若手の選手が出ると阪神にも可

能性が出てきます。投手陣の頑張りで優勝のチャンスが出てくると思います。今年

はいいチーム状態で面白いです。 



あとは呉投手のピッチングホーム問題と和田監督の采配、今年の阪神はこの二人に

かかっているかもしれません。今までは 8 月までで失速していましたが、９月まで

もちよければ 10 月の CS にいけるのではないか、優勝に繋げて欲しいと思ってい

ます。そして、みなさんが楽しんでいただける試合になるんじゃないかと思ってい

ます。 

去年、藤浪を新人王にもっていかなかったのか不思議ですが、彼は中 6～7 日ぐら

いで 10 勝止まりだったんですが、ヤクルトの小川が中 5 日位で 16 勝でした。新人

王は一生で一度だけですので、防御率もよく、力も体格もあるので大事にしないで

もっと投げさせていればと非常にもったいなかったと思います。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 月に入り春が近づいてまいりました。今月のお

誕生日花は、春のスイトピー、ガーベラ、ミモザ

というお花でアレンジさせて頂きました。3 月は

桃の節句から始まり卒業式、月末には送別会と私

どもの協会も多忙期へと入ってまいりますが、綺

麗な花を見ながら仕事を出来る事は幸せかなと思

っております。 
お誕生日おめでとうございます。 
使用花材     花言葉 
スイトピー    門出、思い出 
ガーベラ     神秘 
ミモザ      感じやすい心 
釣鐘草（ｶﾝﾊﾟﾆｭﾗ） 感謝     

3 月のお花 


