
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の卓話  （3 月 10 日）

次週の予定  （3 月 24 日）

◆ 出席報告（3月 3日分） 

会員数 43名 出席数 37名 欠席者 2名 

特定免除 4名 その他免除 0名 

出席率 94.87％ 

 

前々回 2月 10日分 

ホームクラブの出席者 36名  94.74％ 

メークアップの結果 38名 

特定免除  5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」「奉仕の理想」「四つのテスト体操」 

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 髙島  登 
■幹 事 大東  弘 
■会報委員長 東野 喜次 

◆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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平成 27 年 3 月 10 日   No.2283   H27.3.3 (No.2282 の例会記録) 

先週の例会報告 

 
ロータリーに輝きを 

国際ロータリー会長 

ゲイリー C.K. ホァン 

２０１４年～２０１５年度 

国際ロータリーのテーマ 

大東ロータリー会長テーマ 

「LIGHT UP DAITO 地域と ともに輝きを」

今月のテーマ 

「識字率向上月間」 

裏面に記載 

ゲスト  

元阪神タイガース監督 藤田 平 氏「 法律の雑学 」 

   間 紀夫 会員

「 近のエネルギー情勢 」 
ゲストスピーカー   （門真 RC 幹事） 
大阪ガス東部地区 支配人 阿   充知彦 氏

担当 藤本 和俊 会員



 

先週は土曜日に、2014 学年度米山奨学生終了式・

歓送会がハイアットリージェンシー大阪にて開催

されました。カウンセラーの田川さんが来られなか

ったので、私が代わりに奨学生のシュレスタ・リエ

さんより感謝の言葉を頂きました。就職も決まり 2

年間ありがとうございましたと言われ、いつも思う

ことですが、本年度会長を務めさせて頂き、良い思いを一人占めしている様で皆様

に申し訳なく思います。 

シュレスタ・リエさんにはネパール水プロジェクト事業の件では、色々お世話に

なりありがとうございました。今後のご活躍をお祈り致します。 

話は変わりますが、神奈川県川崎市では中学校一年生が犠牲になる悲惨な事件が

起きました。 近のテレビニュースを子供達が真似たようにも報道されていますが、

如何な事でしょうか。 近のテレビ報道のあり方に疑問を感じるのは私だけでしょ

うか。今後青少年奉仕活動を通じて少しでも少年犯罪の減少に貢献できる様務めて

いきたいと思いますので、皆様のご協力宜しくお願い致します。 

 

 

大東  弘 幹事 
 
＜理事会報告＞ 

(1)春の家族会について 
 ４月７日 岡山県津山方面  予算執行とも    ・・・・ 承認 
(2)ネパールＦＶＰ事業決算について         ・・・・ 承認 
(3)スワンシーＲＣ周年式典及び地区大会参加について 
 日程 ４/２３（木）～４/２５（土）予算執行とも  ・・・・ 承認 
(4)角井会員 退会について             ・・・・ 承認  
 

 

 

 

 

 

 髙島  登 会長会長の時間 

幹事報告 

 
□□退会のあいさつ□□        角井 吉彦 会員 
 
 私は昭和 54 年（1979 年）に当クラブに入会し、本年で 36 年になります。RC の奉仕活動を

通じて、様々な事業が懐かしく思い出されます。 
 先月 26 日、満 78 歳になりました。残された人生をゆっくり、のんびり暮らしたいと思いま

す。長い間の暖かい友情に感謝を申し上げ、退会の挨拶とさせて頂きます。 
ありがとうございました。 



 

◎ニコニコ箱          間 紀夫 委員長 

・誕生日 自祝             池田  實 君  福富 經昌 君 

・誕生日 自祝       橋本 正幸 君 

・結婚記念日 自祝 （2 月）     谷中 清孝 君 

・藤田平様ようこそお越し下さいました   髙島  登 君 

・藤田平さんよろしくお願いします 感謝   大東  弘 君 

・中嶋さんありがとう      岡本 日出士君 

・退会 長い間暖かい友情に感謝申し上げます 感謝  角井 吉彦 君 

・会員増強 東村君に感謝     大西 寛治 君 

・先週 情報集会木村委員長ありがとうございました  

2 次会会長幹事ありがとうございました   小川 芳男 君 

・情報集会欠席すみませんでした    橋本 正幸 君 

・情報集会、木村国際奉仕委員長ご苦労様でした  

会長幹事ありがとうございました 早退お詫び  杉原 巨峰 君 

・情報集会 会長幹事大変お世話になりました 感謝  木村 克己 君 

・会長幹事ありがとうございました  

中島店長、楽しかったです！ 感謝    中野 秀一 君 

・情報集会木村委員長お疲れ様でした  

髙島会長、大東幹事お世話になりました 感謝  東村 正剛 君 

・木村委員長 情報集会お疲れ様でした   

髙島会長、大東幹事ごちそう様でした 感謝   空門 満也 君 

・情報集会欠席 お詫び 間  紀夫 君 

・情報集会、2 次会お世話になりありがとうございました 感謝 

        中野 隆二 君 

・家立て替えるにあたりお世話になりました 大西さん、東村さん、 

中野隆二さん、西山さんありがとうございました  

情報集会木村委員長お疲れ様でした ありがとうございました  

髙島会長、大東幹事ごちそう様でした  

三次会 中野隆二君ごちそう様でした   柿木  篤 君 

・情報集会木村委員長お疲れ様でした  

二次会髙島会長、大東幹事ごちそうになりありがとうございました  

三次会中野会員ごちそうになりありがとうございました 西山 潤一 君 

 

委員会報告 

 
3 月 3 日（火）例会後 2014-15 年度 後の FVP 委員会が開催されました。 



◎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「サンパウロで友情を築きましょう」：ブ

ラジル・サンパウロで開催される第106回年次大会への参加案内。  

☆特集：識字率向上月間：子供が教室で学べるように 各 RC の

識字率向上のための活動報告 ①フィリピンの児童へのシャープ

ペンシルの寄贈 ②タイ・ラチャブリの小学校へ寄贈した食堂・

図書室のリニューアル ③タイでは通学環境緩和のために放置自

転車を贈呈 ④ラオスの小学校への机といすの寄付 等々 

☆ローターアクター：3 月 9 日～15 日は世界ローターアクト週間です。ＲＩ各地

区でのローターアクターの活動報告。第 2660 地区は「献血呼びかけ活動を実施」 

☆ロータリーデー…各 RC からの活動報告 

☆2015 年国際協議会リポート：世界へのプレゼントになろう 

☆心は共に：各地の地区および RC の支援活動報告  

☆小さなクラブにあふれる奉仕の心：30 人以下のクラブの活動報告…茨木 RC の

活動状況など 

☆よねやまだより…「“よねやま”から広がる新しい世界」⑤ 宗像 RC の「私を

変えた米山体験」です。中国出身の米山学友劉 平さんの米山体験が変える「心」

のストーリーの紹介 

【縦組みページ】 

☆スピーチ：第 2690 地区・地区大会記念講演要旨(2014 年 10

月 5 日)：千葉中央メディカルセンター和漢診療科・部長 寺澤 

捷年氏の｢和魂和才 すこやかに生きる漢方の知恵」です。今の医

学では、体の力が衰えたことを健全に保っていくのは不得手なも

のであるが、日本は「漢方」という、体内の変化を体表で認識す

る、素晴らしい医療技術を現実に持っています。この「漢方」、す

なわち「和魂和才」、この形の医療が実践できるように、日本のア

イデンティティーをこれからも、大事に育てていきたい。 

☆わがまち……そしてロータリーは兵庫県・宝塚市です。「オー、100 年たったか

タカラヅカ 夢の町を支える人たち」宝塚武庫川 RC 幹事石田昌也さんによる‘古

墳、植木、温泉、神社仏閣・・・そして、タカラヅカの案内’です。 

☆友愛の広場：総社吉備路 RC 米山学友の「片岡お父さんとクラブの皆様へ」等々 

☆卓話の泉：狭山ＲＣの「星を見つめて」など 

☆ロータリーアットワーク：全国各地区 RC からの多数の活動報告が掲載されてい

ます。第 2660 地区からは豊中 RC から「初めての医療市民公開講座大成功!」が掲

載されています。 

投稿にご協力ください。  



◎職業奉仕委員会       田川 和見 委員長 
今年も春の家族会が近づいてまいりました。場所は岡山の津山市、ダンボールおよ

び新聞などの古紙を再生しトイレットペーパー、ティッシュペーパーへリサイクル

する工場を見学、その後、岡山の桜百選の桜を見るといった予定になっております。 
入口に出席表を出していますので、皆さんのご参加よろしくお願い致します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◎グルメ同好会              田川 和見 会員 

2014-2015 第 2 回目、これで 後となりますが、グルメ会が 3 月 19 日（木）にあ

ります。ご参加よろしくお願い致します。 

日 時：3 月 19 日（木）午後 6 時～ 

場 所：北新地 河野 

会 費：20,000 円 

二次会：10,000 円 

 

◎ゴルフ同好会          

2014-2015 年度 第 3 回ゴルフコンペが 3 月 11 日（水）、場所は飛鳥カントリーク

ラブであります。今回は 5 組 20 名で定員数になりました。 

日  時：3 月 11 日（水） 

集  合：8：40 

スタート：9：04 

場  所：飛鳥カントリークラブ 

 

次回は、6 組 24 名を募る予定になっておりますので、ご参加お願いします。 

 

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１８：００

（火）
　　　※中国道・近畿道　１６１Ｋｍ※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　津山ＩＣ－＜吹田ＪＣＴ＞－－門真ＩＣ－大東市民会館

　　　　　　　　　　　　　　　　　※近畿道・中国道　１６１Ｋｍ※　　　  　　 　　※工場見学※　　　　　　　 ※昼食※　　　　　　　※花見※　　　　　

　大東市民会館－－－門真ＩＣ－－＜吹田ＪＣＴ＞－－津山ＩＣ－－－大成製紙工場見学－－－津山国際ホテル－－－鶴山公園－－－

4月7日 　　   ０８：００－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１０：４５／１２：１５－－－－１２：３０／１４：００－－－１４：１５／１５：３０－－

日にち ス　ケ　ジ　ュ　ー　ル



◎国際奉仕委員会       木村 克己 委員長 

 本年は雙渓 RC２４周年にあたり、本来は姉妹締結式のみの年度ではありますが、

雙渓 RC メンバーの林氏を３５２０地区のガバナーとして輩出されている事も有り、

皆さんと共にお祝いに駆けつけたいと考えております。詳細はこれから詰めますがと

りあえず下記日程での訪台を予定しておりますので、ご参加頂けます様よろしくお願

い致します。 

 

 ４月２３日 木曜日  雙渓 RC２４周年記念式典 姉妹締結式 WCS 贈呈式 

 ４月２４日 金曜日  ３５２０地区 RI 会長代理歓迎晩餐会 

 ４月２５日 土曜日  ３５２０地区 地区大会 

 

 ※可能な方は御夫人同伴での参加をよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
 

常照皇寺は北朝初代の光厳天皇が南

北朝の争いを逃れて、落飾してこの地

に開いた寺である。 崩御後 弟君の光

明天皇が慰霊のため御所から移植し

たのが九重桜という。 樹齢 630 年と

いい、幽雅な趣きの桜で、天然記念物

に指定されている。 

『常照皇寺の九重の桜』                 ●日本の桜百選 16    

京都市右京区京北町井戸 

 
今月３月の誕生日花は、本日 3 月３日という事で「桃
の節句」に因んだ、春のお花でアレンジ致しました。
女の子の、誕生、成長を祝う行事に欠かせない花とし
て、桃、菜の花があります。 
本日はそれに加え、チューリップ、水仙、スイトピー
となっております。又、スイトピーは卒業、送別のこ
の時期ならではの花言葉がついております。 
お誕生日おめでとうございます。 
使用花材     花言葉 
桃   あなたの虜、恋の奴隷 
菜の花   快活 
チューリップ   思いやり 
スイトピー    門出、思い出 
水仙       神秘、自己愛 

3 月のお花 



 
 

「 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 

 

 

 

 

 

 

 

昨年ここで今年の阪神はおもしろいとお話しさせて頂きました事、覚えて頂いて

いるかと思います。優勝こそしませんでしたが、CS で巨人に 4 連勝して日本シ

リーズに出ました。 

9 月の時点で監督が岡田に変わるような話が出ていたようです。シーズン中の和

田監督の戦いを見てますと危ないところはありましたが、CS で巨人に 4 連勝し

たスタイル、日本シリーズのスタイルを見ていますとやっとプロ野球の監督らし

くなったと見えました。それでもう 1 年和田監督で行こうという事になったよう

です。ヘッドコーチも平田になって、岡田体制を作っていってましたが、 後の

後に和田監督ということに戻ったようです。今年は阪神は 80 周年ということで、

是が非でも優勝ということが懸かっております。優勝がなければ監督が変わるこ

とになると思います。そうなると岡田ではなく岡田を飛び越えて、金本が監督に

なるのではないかという気がします。 

今年の 6 球団の状態を見てみますと、まず中日は落合監督のあと谷繁監督になりま

したが、落合が全部使い果たした後の監督で非常に苦労しております。谷繁、小笠

原、和田、森野、荒木と 40 才を過ぎた選手ばかりで、ピッチャーでは岩瀬とか山

本、中日はベテラン選手ばかりになっています。われわれ評論家仲間では、ベテラ

ンばかりのチームで 1 年間を戦っていくのは非常に厳しい、中日は今年は 下位に

なるのではないかと言われています。ピッチャーが山井と大野 2 枚看板しかない。

2 人の外人がどういった風に働くかでチーム状態が変わってくると思いますが、今

は若手を育てている段階なので上位を狙うのは難しい状態だと思います。 

ヤクルトは今年台風の目になるのではないかと思っています。打線がセントラルでは

1 番よく、ミレッジ、バレンティンと２人の外国選手がいます。ホームラン王を取っ

たりもしてますが、1 年間を通して活躍したことはありません。しかしこの 2 人が 1
年間を通し活躍しても、投手力が少ないので打線だけでは上位は難しいと思います。

今年ロッテから成瀬という左のエースを取りましたが、故障の投手が多く開幕が迎え

先週の卓話 



られない。やはり、投手力のいいチームが上位へいくのではないかと思います。 
そして、DeNA ですが、中畑監督 4 年目ということでチームが若返っています。

外人選手もいい選手がおりますが、投手力と守備、ディフェンスがまだ整ってな

く、雑かなとキャンプを見て思いました。このチームは大洋時代から雑な大まか

なところがあり、打つ時はめちゃめちゃ打つが、だめなときは何試合も打てない

というような事が続く、爆発的なものは持っているが長く続かない。投手力の数

は多いが若手が多いので、夏場くらいにへばってしまうのではないかと思います。 
あとは広島ですが、黒田が目玉になってくると思います。黒田が入った時点で投

手陣の厚みが非常に出てきました。相乗効果というのか、黒田が現役のメジャー

で帰ってきたというので、非常に広島市民も沸いております。年間予約席も全部

完売、広島ファンも喜んでいます。黒田は 20 億円をほって、4 億円で帰ってきた。

それは、広島が黒田に対して FA になる前に、メジャーに出してやった事に黒田

が恩義を感じている。そして緒方が選手時代に黒田をかわいがっていたので、緒

方が監督になったということも帰って来た理由かと思います。 
あとは巨人ですが、去年と違い戦力が下がっています。投手陣も野手もベテランが

多く若手が育っていないためベテランに頼らないといけない。その中で、ヤクルト

のキャッチャーを取り、横浜の金城を取り、ベテランばかり取っています。そうい

った選手は1～2ケ月はいいが、144試合を働くのは難しいのではないかと思います。 
阪神は戦力的には補強はしてないですが、鳥谷がメジャーに行かず残って戦力が

アップしたんではないかと言われています。その中で、投手を含めたセンターラ

イン、ショート、セカンド、キャッチャーというところのディフェンスが 6 球団

の中で 1 番上ではないかと思います。去年と一緒でメッセンジャーが働き、能見、

岩田、藤浪も働きあと 2 人若手もいて、投手陣が充実しています。この 2 人の活

躍次第で投手王国が出来ると思います。打線の方で 1 番活躍してもらわないとい

けないのは西岡と福留です。他のゴメス、鳥谷、上本、大和と自分のサラリーど

おりに活躍してますので、この 2 人が活躍してくれれば阪神はダントツで優勝の

望みがあると思います。また、投手力では藤浪投手ですが、15 勝は出来る投手で

すので、15 勝し 7、8 敗で収めて欲しい。去年の暮れに広島にいた大野が、今年

は春のキャンプで江夏が臨時コーチに入りました。話をしましたが、キャッチボ

ールの大切さをわかっていない様だということです。よくするためには基礎を大

事にして頑張って欲しい。投手はキャッチボール、バッターはトスバッティング

で一流になれるかどうか決まると思っています。 近の投手は投げ込みが足らな

い。だからシーズンを通して体力が続かないのではないかと思います。 
今、観客動員数が減っています。なぜかというと花になる選手がいない。こじんまりま

とまらず、球団が宣伝をできる、看板になるような選手が出てきて欲しいと思います。 
今年は、阪神と広島、そして巨人が良のではないかと思います。あと DeNA やヤ

クルトに食われるチームは落ちていくと思います。これから徐々にオープン戦で

少しわかっていくと思います。 


