
今日の歌♪ 

 「我等の生業」 

我等の生業 

さまざまなれど 

 集いて図る心は一つ 

求むるところは 

平和親睦（やわらぎむつび） 

 力むるところは向上奉仕 

おお ロータリーアン  

 我等の集い 

今後の予定 

11/7 

(水) 

・卓話 

 木﨑信也会員 

・定例理事会 

11/14 

(水) 

・「ﾛｰﾀﾘｰ財団月間に 

 因んで」 

 國田欣吾委員長 

11/21 

(水) 

・移動例会 

 於：くずは青葉幼稚園 

   もんぺ座 

  

11/28 

(水) 

・卓話 

 小林正彦会員 

 

10月：職業奉仕・米山月間 

第１８３７回 例会プログラム 
２０１２年１０月３１日（水）  くずはゴルフ場 

●１２：４０ 開会点鐘 

●友情と親睦の握手 

●ロータリーソング 

 「我等の生業」 

●お客様紹介 

●会長の時間 

●幹事報告 

●委員会報告 

 ・出席状況報告他 

●3分間スピーチ  

     多田利生 会員 

●卓話「米山月間に因んで」 

   橘 喜久夫 米山委員長 

 米山奨学生スピーチ 

   董璞玉(トウボクギョク)様 

 

●その他  

 ・ニコニコBOX報告 

●１３：３０ 閉会の点鐘 

●本日の会合 (敬称略) 

＜歴代会長会議＞13:35～ 例会場 

 今中、足立、北村、平尾、藤原 

 金森、南、山中、宮田、駕田、岩本 

 山口（伊）、高島、北川、原田、畠仲 

＜第1回情報集会＞18:00～ 仙亭 

 足立、粟津、藤原、原田、畠仲 

 林(宏)、平尾、今中、稲田(博) 

 稲田(義)、岩本、金森、川島、北川 

 北村、小北、小西、國田、南、源本 

 宮田、森川、中野、白井、橘、多田 

 高島、上野、上山、山口(伊) 

 山口（尚）、山中、米田 
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原点回帰～ロータリーのきずなとともに

2012-13年度 第16号 

2012-13年度高島会長テーマ 

 『                      

              』           

                                            

▲天明の大飢饉(1783)▲日本初、手製の望遠鏡で天体観測 (1793)▲6月2日

以来、東北巡幸の旅に出ていた天皇は函館から海路で無事に到着。 これを

記念して1941年から「海の記念日」実施。祝日となるのは 1996年から(1876オリ

ンピック聖火リレー始まる(1936)▲「国民の祝日に関する法律」制定(1948)▲警

視庁がトップレス水着の着用は軽犯罪法違反の通達(1964)▲アポロ１１号、月

面に軟着陸(1969)▲銀座三越内に日本マクドナルド第一号店開店(1971バイキ

ング１号火星に軟着陸(1976)  

  

 １０月の花「 ヒメリンゴ」  

花言葉：誘惑・名声・選ばれた恋・永久の幸せ 

 

 

 

 

 

 

リンゴが日本に渡来したのは江戸時代です。ヒメリン

ゴはリンゴとズミの交雑種と言われ、主に花や実を観

賞します。５月～６月に淡紅色の花を咲かせ、秋に小

さなリンゴの実をつけます。実は直径２～３㎝ほどで、

紅色から暗血色に変化し、長い間観賞できます。 

月 日 3分間ｽﾋﾟｰﾁ 

11 

7 稲田（義）会員 

14 北村 会員 

21 ― 

28 山本(一)会員 

12 

5 三木 会員 

12 上山 会員 

19 嶋田 会員 

26 ― 
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秋季家族例会開催 

                              『原点回帰』 

3分間スピーチ 田中 一真 会員 

10月10日（水）例会 

10月誕生日祝 稲田義治会員 

 阪神タイガースの金本知憲選手44歳が、昨日で引退しました。通算2,539安打 （歴代７位）

通算打点 1,521点 （歴代8位） ☆連続フルイニング出場 1,492試合（世界記録） など、さま

ざまな偉大なる記録ばかりのように思われますが、一見地味ですが、隠れた輝かしい記録が一

つあります。それは連続無併殺打 1,002打席という日本記録です。これはランナーありでの金

本選手の打席で、連続1,002打席、2年近くダブルプレイにならなかったという記録です。まさし

く全力疾走で走った証です。 

 金本選手自身も先月の引退を表明した記者会見で、連続無併殺打の記録についてこう言っ

てます。プロ野球選手はゴロを打った時に、ダブルプレイになるかならないかより、頭の中で打

率が下がることがわかっているので、一生懸命に走らない選手が多い。それでも自分は全力で

走った結果が、この記録につながり、自分でも誇りに思うと、金本選手は言っています。 私が

気になって調べたのは、イチロウ選手のデーターでした。俊足で内野安打の多いイチロウ選手

でさえそういった記録はなく、逆に、4試合連続でダブルプレイになったという記録もあったぐら

いです。それほど金本選手の記録は、たいへん難しいものであり、全力プレイをした素晴らしい

記録だと思います。金本選手の先月の引退会見の4日後の9月16日、巨人ＶＳ阪神戦、今季東

京ドームでの最終戦をたまたまＴＶで見ていました。この試合の金本選手はランナーありで回っ

てきた打席が2回ありました。1回目は1塁ゴロでしたが、一生懸命走り併殺にはなりませんでし

た。2回目は見事にホームランを打ち2ランホームランになりました。この二打席が、あたかも彼

の野球人生を物語ってるように感じました。このホームランで通算475号になり田淵を抜いて歴

代１０位になりました。ホームランが入ったライトスタンドのジャイアンツフアンも結構立ち上がっ

て拍手している人も、たくさんいました。金本選手、まだまだいけのではと、多くのファンが思っ

たことでしょう。金本選手、本当にお疲れ様でした。 

中部国際空港滑走路見学と名古屋会席ツアー  2012.10.20（土） 

 爽やかな秋晴れのなか、親睦

委員長として初めての大仕事

である「秋季家族例会」は、皆

様のご協力により滞りなく終え

ることが出来ました。ありがとう

ございました。当日はご当地名

物「名古屋コーチン」「鰻のひ

つまぶし」に舌鼓を打った後、名古屋セントレア空港の滑走路内を見学しました。特に空港で

は偶然にも航空機材輸送専用機で、日本ではセントレアだけでしかお目にかかれない

「Dream Lifter」も駐機されており、航空ファンならずとも楽しむことが出来た一日となりました。

次回は12月22日にウェスティン都ﾎﾃﾙ京都にて「クリスマス家族例会」を企画しています。内容

盛りだくさんで皆様のご参加を心よりお願い申し上げます。    親睦委員長 西田英夫 

Dream 
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☆「私と地域のきずな」  

     第１３回        川島 吉博 会員   

 今期くずはクラブのテーマである「絆」について、私が思い起こすことは、川島家と先日亡くなら

れた嶋中会員の交流についてである。 

 私の祖父は、戦後食糧難の時代にいち早く食料の供給の重要さに目をつけて会社を興した。嶋中会員は、

私の祖父が起こした会社で祖父とともに製麺会社を営んでいたと聞いている。祖父は、幼少のころより大阪市

内に奉公に出ていたので、商売の何たるかを身に着けており、理屈ではなく商売人の嗅覚で食料が商売にな

ると感じ取ったのであろう。 

 嶋中会員は、祖父について商売のイロハを学び、経験を積んだ後、独立した。独立

後は、持ち前のバイタリティとクレーバーさで商売を順調に伸ばし、現在の会社を作っ

た。 

 一方、私の父はどうも商売には興味がなかったらしく、早稲田大学の法学部に進み、

法律家を目指そうとしていた。しかし、大学４年生の時に祖父が病に倒れ、長男だった

父は帰阪を余儀なくされた。程なく、祖父がなくなったため渋々（？）会社勤めを初め

たそうである。どうも我が家系は、男性が早死にで長男は苦労するようにできているら

しい。 

 従兄弟同士である嶋中会員と父は年齢が一回り以上違うのだが、うまが合ったのであろう、父が帰阪してから

は何事も相談するようになり、よく話をしていたそうである。時には、共同で会社を作って当時の流行の商売をし

ようとしたが、親戚の反対にあってあえなくあきらめたこともあったと聞く。成功していれば、私は今頃あくせく働く

こともなかったのにと思うと、大変残念である。 

 父は、勤め人が性に合わなかったらしく、紆余曲折を経て司法書士になった。父が司法書士になってからは、

嶋中会員の会社の顧問としてむかえられ、２人の話も会社のことが中心になっていったのだが、相変わらず仲

良く話し込んでいたらしい。 

 残念ながら、父が昭和６１年に亡くなったので、２人の交わりは終わってしまったのだが、今度は私がこの交わ

りに入ることになった。父が亡くなったのが、私が大学を卒業してすぐだったので、嶋中会員は、なにくれとなく

私の面倒をみてくれた。会社との顧問契約もそのままにしてくれていたので、私も会社に赴き

微力ながら話をさせていただいていた。 

 先日惜しまれつつも、嶋中会員は亡くなられたが、願わくば川島家と嶋中家の次の代も親戚

同士仲良く助け合っていく絆を繋いていければと思っている。    オレンジのバラ 花言葉：絆 

 ２０１２－１３年度国際ロータリー第２６６０地区 地区大会のご案内 

健全な心と 

   体の育成を 

～地球の 

 平和のために～ 
2010年 京都大学 iPS細胞研究所・教授（兼務）/副所長、

2011年 京都大学再生医科学研究所・副所長 

戸口田淳也教授 

講師が変更になりました 



第１８３６回秋季家族例会出席報告（１０月２０日） 

総会員数 出席者 出席率 

５７名  １８名 37.50％ 

第１８３３回 例会補正後 出席率 73.08％ 

   メーク ７名  欠席 １４名   除外 ５名 

     参加家族様１６名、米山奨学生1名  

○本日の配布物 

①１０月３１日週報 

②米山奨学特別寄付のお願い 

③ロータリー米山記念奨学事業豆辞典2012-13年度 

④わらしべと共に歩む会2012第13号 

〇本日の回覧物 

①枚方交野交通安全会報10月号 

②ＦＭひらかた開局15周年記念コンサートのご案内 

○地区行事等出席報告 

10/11 枚方市追悼式         高島、山本（正） 

10/14 米山奨学生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ          橘 

10/27 地区財団委員長会議       北川、初木 

10/27 第2回研修リーダーセミナー       宮田 

○地区行事等出席予定  

11/27 幹事会                    畠仲 

12/7 地区大会晩餐会           高島、畠仲 

〇メークアップ 

10/17 情報集会打合せ  金森、源本、足立、木﨑 
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＜ 第１９回５RC親睦ゴルフ大会報告 ＞ 

 

   2012年10月8日（月/祝）於：交野カントリー倶楽部 

 

 秋晴れのゴルフ日和の中、恒例の5RCゴルフコンペが

交野CCにて開催されました。結果は下記の通りです。 

 

＜個人戦結果＞ ｱｳﾄ  ｲﾝ ｸﾞﾛｽ  HDCP  ネット 

優勝 小林正彦  ４２  ４０  ８２  １３．２  ６８．８ 

 2位 塩田   正  ５１  ４５  ９６  ２６．４  ６９．６ 

 3位 田中  有  ４６  ４２  ８８  １８．０  ７０．０ 
 

＜団体戦結果＞     ｸﾞﾛｽ  HDCP   ネット 

優勝 交野RC    ４８７  １２８．４  ３５８．６０  

２位    枚方RC     ４４３   ７８．０  ３６５．００       

３位  寝屋川RC      ４８９    １１７．６    ３７１．４０ 

  来年は個人・団体とも優勝を期待しています！ 

＜野球同好会報告＞ 

 

 去る10月21日（日）イトーキグランドで対大阪うつぼRC

戦、初回５点を取られ苦戦しましたが林宏毅会員、粟津会

員、原会員の大活躍で22対７と大勝することが出来まし

た。これで３連勝。次も勝って全勝で優勝候補の八尾東

RC戦に臨めればと思います。会員皆様の応援をお願い

します。 今後の試合日程は下記の通りです。 

日程・曜日 集合時間 場  所 試合相手 

11/ 4(日) 8:00集合 

9:00試合開始 

サントリー球場 東淀川ちゃ

やまちRC 

11/11(日) 

 

9:50集合 

10:50試合開始 

ミキハウス球場 八尾東RC 
  和気藹々とした懇親会の様子      優勝 小林会員 


