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 第１９５９回 例会 

２０１５年６月１７日（水） くずはゴルフ場 

2014～15年度 クラブテーマ 

『 和を以て貴しとなす 』 

 

６月２４日（水） 

・最終例会 

・退任挨拶 

   会長、副会長 

   幹事、SAA 

 

７月 1日（水） 

・15－16年度初例会 

・就任挨拶 

   新会長、新副会長 

   新幹事、新SAA  

・プログラム発表 

・第1回定例理事会および 

 第1回クラブ協議会 

 

「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 

例会プログラム   

●12:５0 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 

 ・出席状況報告ほか 

●３分間スピーチ 山本一郎 会員 

● 卓話「ロータリークラブについて」 

  宮田 明  会員 

●その他   

  ・ニコニコＢＯＸ報告 

●13:30 閉会の点鐘 

●本日の会合 

＜ｺﾞﾙﾌ同好会総会＞(敬称略) 

13:35～ 於：例会場 

 

＜第2回情報集会＞（敬称略） 

18:00～ 於：ひらかた仙亭 

（出席予定者） 

粟津、藤原、原田、畠仲、林宏毅、日野 

稲田、岩渕、岩本、駕田、柿丸、川島 

北川、北村、小北、國田、三木、源本 

宮田、中野、森岡、岡山、瀬川、白井 

多田、橘、髙島、上山、山口伊太郎 

山口尚志、山本、山中、米田 

  

 第32回全国ロータリークラブ野球大会出場 

 2015.6.12（金） 於：阪神甲子園球場 
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【 会長の時間 】      

 原田武夫 会長   

 山口伊太郎 会員   

【 卓話 】                山口伊太郎 会員  

みなさん こんにちは。 

梅雨入りで、朝夕肌寒く感じることがあります。お体を大切にして下さい。 

 昨日は、なでしこジャパンがスイスに１－０で勝利しました。なでしこは、 

「グループC」です。エクアドル、カメルーン、一昨日のスイスと４カ国です。 

１３日にはカメルーンと対戦しますがちょっと強敵です。日本中が盛り上がる事と 

思います。 

 

 最近は、情報があふれ、さまざまな情報を目にしたり、耳に入って来ます。 

何でも知る事が出来る便利な世の中になって来ました。 

先日も電気代が安くなる。とか電話代が安くなるとか儲け話しが有るという話が 

飛び込んで来ます。 

情報も人が作っています。何が正しいか判断する事はむずかしいです。 

 又、ツイッターで会社の事、個人の事が書き放題です。社員はゼッタイ見るなと 

言っています。 

韓国では女優さんが悩んだ末、自殺されております。 

まさかイエス様は書かれないだろうと思いますがけっこう書かれているんですネ。 

お釈迦様も書かれておられますと言うと、 

  ほっとけと言う事でした。 

私もそう思います。 うわさですから 

  山本リンダも言っていました。 

 

 今日は６：００より嬉しい事に、新旧合同理事会が有ります。 

 又、１２日には、甲子園出場、１３日なでしこ対カメルーン 

今週は楽しい事がいっぱいです。 

 以上、会長の時間を終わります。 

・聖火リレー（オリンピック）のはじまり 

・CO2の約束 

   ①自然エネルギーの年間発電力量 

   ②電源構成比率 

   ③運用実績  ・・・ 一回の発電量の推移 

             ・・・ 一日の総発電量 

   ④エネルギーの効率使用 

                （別途配布資料とおり） 
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＜岩本会員の御令室  岩本文恵様からのお便り＞ 

 

第32回全国ロータリークラブ野球大会報告 

  去る6月12日（金）甲子園球場において行われました 豊田西ＲＣ（愛知）との試合は 

         ７対６で勝利しました！  おめでとうございます！ 

                  

 さんばば観戦記  

 

 ６/１２、枚方市駅１０時集合。曇り空から晴れになるとの天気予報。 

私達が３０分前に着くと 今中先生はお元気な いいお顔で もう来られていました。 

さすがロータリアン 時間厳守！ 

 試合が１時間遅れるとの連絡でしたが 予定通り出かけ梅田の阪神デパートで生ビールジョッキで

私達女性陣は小さなグラスで 乾杯！！この一杯が神経をちょっとソフトにリラックスさせて 

いいムードで甲子園球場に着きました。お天気も晴れてきました。 

 あっ 対戦相手の名古屋のトヨタチームの方々、我がくずはチームの選手の方々のお顔が見え 

球場の中に入ると きん張感が。 

ユニホームに着替えた選手の方々も練習場へ行かれ だんだん汗ばむお顔が かっこいい！！ 

私達も放送席あたりにすわり 前の試合を見ていると 今中先生も真っ赤なユニホームに 

着替えられ 皆様と一緒に練習場へ行かれた。もう すっかり投げるお顔になっている。 

 いよいよ前の試合も３回めあたりになると 

先生、階段を上がったり、降りたり、準備体操をされている。 ここが違う！！ 

イメージ通りに投げようとされている。今９３才の御方が！！ 

 いよいよ試合がはじまる。両チームのあいさつから始まり、先生の始球式。 

  いいフォームで いいスピードで！！ 

  先生————————。 カッコいい————————！！ 

電光けいじ板に くずはの選手の名前が並び バッターボックスに立つ時は 

“一番 ファースト 米田君 ” とうぐいす嬢のアナウンスが流れ 

名前の所に電気がつくのです。あの甲子園で！！ 

高校球児の汗と涙のあの甲子園でなのです。もう ゾクゾクしました！！ 

上から見るとユニホーム姿の皆様が少年のようにリリしく見えて それはそれは素敵でした。 

そして勝ったのです。７対６で！！ 

 終わった時 こちらの応援席めざして手を振られる選手の方々のすばらしかった事！！ 

忘れません。私達も黄色い声にはなりませんでしたが精いっぱい声を出し、多いに楽しませて 

いただき若返らせていただき うれしい 楽しい 一日となりました。 

 

 今中先生 お疲れ様 いいお姿を 見せていただきました。 

 選手の皆様 おめでとうございました。 次も絶対 応援に行きます。    

  前夜祭                  試合前の練習（室内練習場にて）            ※試合写真は次回掲載します               
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ロータリーレート  

６月 １＄＝１１８円 

ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊甲子園で野球ができる喜びに         米田 勉 

○本日の配布物 

①６月１7日週報 

②卓話資料 （宮田会員） 

③第10回七つ星歩こう会のご案内 

○本日の回覧物 

①枚方交野交通安全協会会報 

②14-15最終例会及び15-16初例会出席確認表 

③LIP 2015年6月号 

○地区行事等出席予定（敬称略）  

 6/20 会員増強セミナー          小北、源本 

 6/30 ソロプチミスト大阪ｰ北東 30周年式典  原田 

  

 

ニコニコ箱 合計 \10,000 累計    \1,030,240 

第１９５８回例会出席報告（６月１０日） 

総会員数 出席者 出席率 

５０名 ３７名 ７７．０８％ 

第１９５５回 例会補正後 出席率  ８１．２５％ 

   メーク ５名  欠席 ８名   除外 ３名 

「第１０回七つ星歩こう会」 

ご案内 
 

 梅雨最中、今回は「奈良十三佛霊場巡り」第３回目

で２ヶ寺（西大寺、金剛山寺）を参拝いたします。 

 第５番金剛山寺（矢田寺）は６月～７月にかけ全山

を彩る「あじさいの花の寺」として有名です。  

奮ってご参加下さいませ！（雨天決行） 

 

 ・日   時： 平成２７年６月２６日（金）  

 ・集合場所： 京阪牧野駅淀屋橋行きホームの 

          最後尾 

 ・集合時間： 午前９時 

 ・そ  の  他： 交通費、昼食費は各人で負担 

  

 ※ご不明な点につきましては 

  岩本会員までご連絡ください。 

２０１５クールビズ 

 6月1日～９月３０日 

ロータリー徽章着用 


