
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の卓話   （3 月 21 日） 

次週の予定   （3 月 28 日） 

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 大東  弘 
■幹事 田川 和見 
■会報委員長 小林 誉典 

◆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？ 

DAITO 
ROTARY 

OSAKA JAPAN 

CLUB WEEKLY BULLETIN 

先週の例会報告 

人類に奉仕するロータリー 第 2660 地区ガバナー方針 

「 The Ideal of service 」 
 

松本 進也 

２０１６年～２０１７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 

「 温故知新 」 

  
・3/25  ロータリーデー（旧 I.M） 13：00～  
・3/28  50 周年役員会 11：00～ 
・3/28  50 周年第 3 回実行委員会 例会後～ 
 
・4/4  春の家族会 
・4/5  第 4 回ゴルフコンペ 
・4/15 地区 地区研修・協議会 13：00～ 
・4/18  3RC 合同例会 ホスト：大東 RC 
・4/21-23 塩釜  

21 日 第 5 回ゴルフコンペ  
22 日 塩釜東 RC との友好クラブ調印式 

・4/25  第 4 回 会長・幹事会  
 
   

 

後面に記載 

ニコニコ箱 

お知らせ 

国際ロータリー会長   ジョン・ジャーム 

平成 29 年 3 月 21 日   No.2370   H29.3.7 (No.2369 の例会記録) 

「  ＰＣＢについて  」 

柿木 篤 会員 

◆ 出席報告（3月 7日分） 

会員数 39名 出席数 33名 欠席者 3名 

特定免除 3名 その他免除 0名 

出席率 91.67％ 
 

前々回 2月 21日分 

ホームクラブの出席者 35名  94.59％ 

メークアップの結果 35名 

特定免除 2名  その他免除  0名 

欠席者 2名  修正出席率 94.59％ 

「  新入会員経歴発表  」 

森脇会員、森田会員、岡井会員 



 

 

 
 

皆さん今日は。 

今日は毎年楽しみにしている、西條会員の卓話として

元阪神タイガース監督の藤田 平 氏がおみえです、あ

りがとうございます。そして後ほどの卓話を楽しみに

していますので、宜しくお願いいたします。 

そして、本年度待望の新入会員として 中崎さんが、

本日入会されます。後程入会式を行いますので、みな

さん宜しくお願いいたします。 

1 月 20 日のトランプ大統領就任式の話で、ロータリアンからアメリカ大統領になっ

た人物が１３人おられると少しお話しました。13 人は、 

２８代 大統領 ｳｯﾄﾞﾛｰ・ウイルソン     ﾊﾞｰﾐﾝｶﾞﾑ RC 

２９代 大統領 ｳｫｰﾚﾝ・Ｇ・ハーディング   ﾜｼﾝﾄﾝ DC  RC 

３１代 大統領 ﾊｰﾊﾞｰﾄ・フーバー      ﾌﾞﾗﾌ     RC 

３２代 大統領 ﾌﾗﾝｸﾘﾝ・Ｄ・ルーズベルト    ｵｰﾆﾊﾞﾆ   RC 

３３代 大統領 ﾊﾘｰ・Ｓ・トルーマン         ｲﾝﾃﾞｨﾍﾟﾝﾃﾞﾝｽ  RC 

３４代 大統領 ﾄﾞﾜｲﾄ・Ｄ・アイゼンハワー    ｱﾋﾞﾘｰﾝ･ｹﾞﾃｨｽﾊﾞｰｸﾞ･ﾆｭｰﾎﾟｰﾄ RC 

３５代 大統領 ｼﾞｮﾝ･F･ケネディ             ﾊｲｱﾆｽ    RC 

３７代 大統領 ﾘﾁｬｰﾄﾞ･ニクソン             ｳｨｯﾃﾞｨｱ   RC 

３８代 大統領 ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ･R･フオード          ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾗﾋﾟｯｽﾞ  RC 

３９代 大統領 ｼﾞﾐｰ･カーター               ｱﾒﾘｶｽ    RC 

４０代 大統領 ﾛﾅﾙﾄﾞ･Ｗ・レーガン          ﾊﾟｼﾌｨｯｸ ﾊﾟﾘｾｰｽﾞ  RC 

４１代 大統領 ｼﾞｮｰｼﾞ･ブッシュ             ﾋｭｰｽﾄﾝ   RC 

４３代 大統領 ｼﾞｮｰｼﾞ・Ｗ･ブッシュ       ﾜｼﾝﾄﾝ DC  RC 

以上の１３人です。 

現在のトランプ大統領が 45代でありますが世界初のシカゴＲＣが 1905年 2月 23日

設立で、当時の大統領が 26 代セオドア・ルーズベルト大統領でありました。以後 20

人中 13 人が、そして 112 年中 78 年がロータリアンの大統領でありした。さすがロ

ータリークラブ発祥の国であります。 

また、日本占領軍 高司令官のダクラス・マッカーサー元帥が東京ＲＣに所属して

いたことも付け加えておきます。 

そして、日本の歴代総理大臣の中でロータリアンが居られたかは定かでは有りませ

んが、国民から直接的に選出する大統領制と議院内閣制による国会議員の中から国

会の議決で指名される内閣総理大臣との違いが有るのかも知れませんが今後も調べ

て報告したいとおもいます。 

以上で会長の時間とします。 

大東  弘 会長 会長の時間 



 

 

 
 

＜決議事項＞ 

1.春の家族会予算・工程について     ・・・・ 承認 

2.桐蔭高等学校入学式について          ・・・・ 承認 

3.台北雙溪 RC 周年式典参加時会長挨拶文内容について     ・・・・ 承認 

4.塩釜東 RC との友好締結における協定文について       ・・・・ 承認 

5.ネパール カトマンズ西 RC との友好締結について      ・・・・ 承認 
 

＜報告事項＞ 

1. 上田正義会員お見舞を慶弔規定に基づき拠出 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ニコニコ箱委員会                     山田 伸 委員長 

・誕生日 自祝       池田  實 君 

・誕生日 自祝       福富 經昌 君 

・誕生日 自祝       橋本 正幸 君 

・藤田平氏ようこそおいで下さいました 卓話よろしくお願い致します  

中崎君入会おめでとうございます これからもよろしく  大東  弘 君 

・感謝！！        橋本 正幸 君 

・入会金の件、決着しました     中嶋 啓文 君 

・理事会遅刻 お詫び      藤本 和俊 君 

・感謝        小川 芳男 君 

・ゴルフ欠席すいません      佐藤 多加志君 

・佐藤会員 大変お世話しました     木村 克己 君 

・東村会員お世話になりました 感謝    中野 秀一 君 

・中崎君、入会おめでとうございます 頑張って欲しいと思います 東村 正剛 君 

・親睦活動委員会親睦会および歓迎会大変お疲れ様でした 間会員、設営ご苦労様でした 

 大東会長、田川幹事ありがとうございました 感謝  空門 満也 君 

・親睦会、間会員 お疲れ様でした ありがとうございます  

大東会長、田川幹事ごちそう様でした 感謝   山田  伸 君 

委員会報告 

田川 和見 幹事 
理事会報告 



 

 

・間会員、設営ありがとうございました  

大東会長、田川幹事お世話になりました 感謝   中野 隆二 君 

・間会員、お疲れ様でした 大東会長、田川幹事お世話になりました 感謝 

         柿木  篤 君 

・親睦会、歓迎会、大東会長、田川幹事、間委員長ありがとうございました 

森田 武雄 君 

・間さん、親睦会 有り難うございました 感謝   岡井 康弘 君 

 

 

 

 

 

 

中崎 諭 君 を紹介いたします。 

氏名：中崎 諭（なかざき さとし） 

事業所名所：中崎塗装店 

所在地：大東市諸福 3-12-23 

      072-871-2301 

職業分類：建築塗装業 

推薦者：大東 弘・中野 隆二 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新会員紹介 

 
今月のお誕生日花は、3 月ということで卒業、送
別、離別別れの月でありますが、その中でも春め
いた花、スィートピーを中心にチューリップ、ラ
ナンキュラス、ミモザでアレンジ致しました。 
お誕生日おめでとうございます。 
 
花言葉 
スィートピー   ― 想い出、離別 
チューリップ（紫）― 思いやり 
ラナンキュラス  ― 晴れやかな 
ミモザ      ― 感じやすい心 

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 会員 

昨日から WBC の試合がはじまりました。見られた方はいらっしゃいますか？韓国と

イスラエルの試合ですが、初出場のイスラエルが韓国に勝ちました。新聞で見てみ

ると、イスラエルの代表選手のほとんどがアメリカのマイナーリーグで野球をやっ

ているんです。韓国は初出場ということもありイスラエルに勝ち、オランダは野球

が盛んで強いのでその後の中国に持ち込んで、と思っていたと思いますが野球はや

ってみないとわからない、気を引き締めてかからないといけないという事を痛感し

ました。日本は今日キューバと試合があります。 

今年の阪神ですが、金本監督は 2年目で、「挑む」ということでのスタートです。ち

なみに去年は「変革」ということでスタートしました。去年から見ていますと、非

常に若い選手が育っています。今年は北條、原口、高山が主力となってきてまして、

今年の FA で入った糸井、福留とかがベテランと絡むと非常にいいチームになるんじ

ゃないかという気がします。今年ドラフトで入ったピッチャーの小野は、このまえ

の広島戦で本来の力が出ず打たれてしまいましたが、大山、糸原、今年のドラフト

の選手が 3 人ぐらいは活躍するんじゃないかと思っています。そうなることによっ

て若手の底上げができてきて、選手の層が厚くなってくると思います。 

そして、阪神の投手はメッセンジャー、能見、岩貞、青柳、藤浪の 5 人のピッチャ

ーで回っていくと思いますが、ピッチャーでカギを握るのは藤浪です。藤浪は、去

年は 7勝しかしてないんですね。その前は 14 勝しているんで、藤浪が一昨年のよう

に活躍をしてくれれば阪神がでてくるんじゃないかと思います。また、岩田が過去

に２けた勝利をしてますし、去年 5 勝した青柳も去年より勝つだろうし、秋山、横

山というピッチャーの若手も出てきて６番手、７番手で活躍してくれれば、いつも

夏場からへばって少し落ちていく傾向がありますが乗り切っていけると思います。 

あとピッチャーの中継ぎ、去年先発をしていた岩崎、藤川、安藤、石崎、歳内とか

先週の卓話 



 

 

がなかをおいて回していき、メッセンジャーと抑えのメンデス、ドリス、マテオで

すが、外人選手は 4 人までですから、サードで来たキャンベルが入るとなると、抑

えが 2 人になります。昨日甲子園で話を聞いて来ましたが、キャンベルが腱鞘炎で

開幕は厳しいのではないかということですからどうなるのか、監督の考えるところ

だと思います。 

野手では、今年の新人、糸原、梅本、大和、中田、板山が出来てきております。外

野 3 人は決まってきてますが、そうなるとあと 2 人しか外野は入れないんです。内

野手で 7人、キャッチャーが 2人か 3人、そうなってくると、1軍と 2軍と入れ替え

をしながら回していくことになるんじゃないかと思います。 

５球団で一番肝心なのは、広島です。広島が去年の調子でいくと一番困りますが、

ここ 近のデータを見て見ますと、優勝した次の年は成績が悪く、続けて優勝した

チームというのは無いんです。ですから、今年の広島はどうなるかなと思います。 

次にかなり沢山の補強をした巨人ですがドラフトで取り、FA で取り、外人を取り非

常に補強をしてチームを強くしてますが、主力の阿部とかベテランが多くなってき

て、そういう意味ではつけ込む隙きもあります。走ってこないチームというのはく

みやすい。また、たくさん補強したところでみんな使えるかというとそういうわけ

にいかないです。 

広島、ヤクルト、DeNA は試合で走ってくるのでそういうチームは怖いです。走るの

はなにが怖いかというと、走られることによってエラーが誘発される。阪神は 106

個もエラーをしています。それに目に見えないエラーというのも加わってくると、

非常に多くのエラーをしていることになります。ヤクルトは 66 個しかエラーをして

いません。エラーをしないように守備も、ディフェンスの方もしっかりしないとい

けないです。北條はバッティングはいいんです、しかし守備に難があります。たと

えば、この間の広島戦でもホームで殺せなかったんです。肝心な時に弱いところの

エラーが出たりします。ショート、セカンド、ピッチャー、キャッチャー、このセ

ンターラインをいかに強くするかによってチームが一層強くなってくると思います。

去年の広島が強かったのはこのセンターラインが強かったんです、だから優勝でき

たのかもしれません。 

そして DeNA ですが、守備はそれほど良くないんですが、二十歳の左の若いピッチャ

ーが２人出てきており、いい回転をしています。バッティングでは WBC の日本代表

の 4 番バッターが座っておりますし、ロペスというバッターもいるので、気を付け

ないといけないそれだけの力を持った球団です。 

一番安心できるのは中日、全体的に層が薄い、ピッチャー控え、バッターも少ない

ですし、いい外人が一人入ってはいるんですが、一人じゃなかなか難しい。前後の

いい打者がいないと点がなかなか入りにくいと思います。 

5 球団で考えると、今年は 2年目で、外野出身の監督が多いです。だから、同じよう

な野球をするわけです。そういう意味では監督の手腕にかかり、監督がどんなふう

に 147 試合の長いシーズンを乗り切っていけるかということになると思います。 



 

 

そして、セ・パ両リーグの 5月の交流戦ですね、去年は広島が交流戦で 12 球団の中

で一番調子が良かった。それが優勝でしょう？ということは交流戦で調子がよけれ

ばそのまま押して行くんです。だから交流戦でいかに乗り切って強いパリーグに対

抗できるか。パリーグにはいいバッター、足の速い打者も多い、160 キロ投げるピッ

チャーもいれば、150 キロを投げるいいピッチャーもセリーグに比べ多いです。阪神

はもともとスピードのあるピッチャーに弱い所があり、点が取りにくい。ですから、

いかに速い球を打ち点数につなげるか、考えていかないといけないと思います。若

手には速い球が打てない、そこはベテランに頼り、たとえば糸井、福留は経験も情

報ももっているので、このピッチャーはどういう風に攻略したらいいかなどミーテ

ィングなどで話合えばいいと思います。今年はどこがいいというのが言いにくいん

ですが、追い上げるのはなかなかむずかしいので、スタートダッシュがよく、５月

の交流戦で勝ち抜くチームが有利だと思います。 

阪神は去年末キャンプから今年のキャンプにかけて筋力、ウェイトトレーニングに

力を入れているので春に開花するかどうかが、2年目の金本監督に掛かっているとい

うことです。阪神は今のところ順調良くいっており、5球団どのチームもそんなに変

わらないと思いますので、阪神にもチャンスはあると思います。今年も楽しみにし

て頂けると思います。 

 

 

 

 

◎ゴルフ同好会        佐藤 多加志 キャプテン 

大東ロータリークラブ第３回ゴルフコンペが平成２９年３月８日、交野カントリー

クラブにて開催されました。 

栄えある優勝は、谷中宗貴会員でした。次回は４月５日飛鳥カントリー倶楽部で第

４回を開催予定しています。奮ってのご参加宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

◎国際奉仕委員会報告           東村 正剛 委員長 

2017 年 3 月 12 日～14 日、姉妹クラブの台北雙渓ＲＣ創立２６周年記念式典へ、塩

釜東ＲＣとの「友好締結式」立会へのお願い、「姉妹・友好クラブ歓迎晩餐会」並び

に「創立 50 周年式典・懇親会」ご参加へのお願い、本年度ＷＣＳ事業の報告に大東

会長以下 6名のメンバーで参加してまいりました。 

現地では雙渓ＲＣのメンバーの熱烈な歓迎を受け、又、ご参加いただい皆様とも大

いに親睦を深める事が出来、大変有意義で楽しい時間を過ごすことが出来ました。

ご参加いただきましたメンバーの皆様には心より感謝申し上げます。 

 

◆◇春の家族会のご案内◇◆ 
 

日時：４月４日（火） 

場所：京都 

・京都地方裁判所 見学 

・錦市場商店街 買い物 

・京料理 はり清 食事 
 （舞妓さん・芸妓さんの伝統文化芸能体験を含む） 
 

多数のご参加よろしくお願い致します。 


