
例会プログラム   

・開会点鐘           

・友情と親睦の握手 

・ロータリーソング 

 「それでこそロータリー」 

・お客様の紹介      

・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 

  駕田 毅 会員  

・卓話  瀬川 裕一 会員          

・その他  ニコニコBOX報告 

・閉会点鐘                        

・本日の会合（敬称略） 

＜野球同好会総会＞於：例会場  

山口伊太郎、多田、源本、日野、木﨑 

中谷、米田、國田、粟津、宮田、原田山

中、山口尚志、駕田、川島、北川、岩本

原、山本、林、田中、稲田、森川、畠仲 

高島、岡山、岩渕、久保今平、川上 

大橋、田代田中商人、小北 
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「仲間と共に～       ～」 

  

国際ロータリーテーマ 

 

2015～16年度 クラブテーマ 

 

 
 

 

第１９８５回 例会 於：くずはゴルフ場 

次回例会は 

２月３日(水) 

 ＊卓話 木﨑信也委員長 

 ＊3分間スピーチ 

      北川順清  会員 

本日の歌♪ 

 「それでこそロータリー」 

どこで会ってもやあと言おうよ 

 見つけた時にゃ 

おいと呼ぼうよ 

遠い時には 手を振り合おうよ 

 それでこそローローロータリー 



会長の時間 

 

 新年をむかえ、早２０日がすぎましたが、１月のロータリー月間は「職業奉仕月間」と

なっています。職業奉仕とは、中々わかりにくい奉仕です。 

 ロータリークラブ以外の奉仕団体は、職業によって儲けたお金の一部を社会に寄付

するとか、余った時間や労力でボランティア活動したりすることを奉仕と考え、職業その

ものを奉仕とは考えていないのです。 ロータリーは、会員皆さんの生業とする職業を

通じて社会に奉仕することが職業奉仕であると言うことで、そこが他の奉仕団体との大

きく違うところです。  ロータリーは職業を営む心、即ちお金を儲ける心と、世の為人の

為に奉仕する心とが、相反するようですが同じ一つの心と考えています。一つの心を以

て、職業を営み、そして奉仕する。つまり世の為人の為に奉仕する心を以て、倫理的に

職業を営みなさいということなのです。  

 奉仕にもいろいろありますが、先日、こんな話を耳にしました。ある親子が仕事中に車で走っていたとき、道路に

たくさんのカラスがいてよく見ると、そのそばに子猫がいたそうです。一旦は通り過ぎましたがその親子は子猫が気

になり戻ってみたら、案の定カラスにつつかれて動けない状態だったようです。車から降りた親子は傘でカラスを追

い払い車に戻りましたが、カラスはまた子猫のまわりに集まってきたのでその親子はまた車を降りてカラスを追い払

いに行ったそうです。そして子供さんが「あの猫可愛そうやから連れて帰ろう」といい、お父さんも「わかった」と言っ

て怪我をしている子猫をつれて自宅にもどり、病院に連れて行き今では自宅で飼っているそうです。「子猫の名

前、なんて言うんですか、多田会員？ 」 

 小さな命のために手を差し伸べる、この奉仕する心、素晴らしい事だと思います。我がクラブには多田さんのよう

な方がたくさんいらっしゃいます。また良い話があればお聞かせ下さい。以上で会長の時間を終わります。 

 

   

    おめでとうございます！ 

      喜寿御祝 

      山口伊太郎会員 

 

 

 

卓話「甲子園への道」  日野 守之 会員 
 

 

 

 本日の卓話は、野球同好会のキャプテンをしておりますので「甲子園への道」ということで同好会の歩みの話をし

ます。本年に入り、源本委員長のもと多くの会員増強がなされました。新しい会員の同好会入会もあり、現在では

同好会会員は３１名でクラブ会員の半数の方に登録いただいております。 

 野球同好会の発足は、２００９～２０１０の駕田会員が会長の年度でした。発足の言いだしっぺは、記憶では源本

会員だったように思います。ある日突然、「日野さんロータリーで野球したら甲子園に行けて甲子園で野球が出来

る」ということでした。但し、大阪で２位にならないといけないということでした。皆でユニフォームを揃えて、同好会２

１名（阪本事務局員を含め）の旅立ちでした。この年の成績は、芳しくなく１勝３敗で１０チーム中最下位に近い成

績でした。設立当初は弱かった。１位八尾東・２位平野  

小北 英夫 会長 

  

 



日野守之 会員 

          第３２回全国ロータリークラブ野球大会 於：甲子園球場 対戦相手：愛知豊田西ＲＣ                                     

 翌年は、ガバナー杯の決まりで、新しくガバナー杯に参加したクラブが翌年のホストク

ラブになるということでした。これを知るのは、翌年の３月に開催されるガバナー杯の表

彰式の時です。これを知って、同好会ではガバナー杯の段取りをする会員を源本会員

が指名し決定いたしましたが、６月に入っても次に行うガバナー杯の段取りが出来てお

らず、誰もこのことを気に掛けず６月中過ぎなりました。これをこのまま放置しておくと、

次のガバナー杯が出来なくなると思い、多田会員と自分とで、昨年のホストクラブの寝

屋川ＲＣに話を聞きに行きました。先ずは、ガバナー杯に参加するのか案内を出す。

野球場の確保・８月初め頃に代表者会議の案内とこの会議の資料作成を６月の残り半

分と７月でしなければガバナー杯の開催が出来なくなるということを２人は知っておりま

した。というか１００％あきらめておりました。 

 そんな中、第１段階の代表者会議が訪れホストクラブの進行で会議が進みました。資

料は、昨年の寝屋川さんに教わり完ぺきでしたが、野球場がこの時にまだ確保できていませんでした。時間を止め

ることは出来ません。この時の参加チーム数は１０チームで、Ａブロック５チーム・Ｂブロック５チームに分け対戦相

手と対戦日とその時の球場が決まる抽選が始まりました。Ａ－１を引くと試合日・球場・対戦相手・第？試合までパ

ソコンで一気に出るように資料作成いたしましたので、参加チームにわかりやすく致しました。翌日から野球場の確

保に没頭し８月の終わりに、球場と試合日変更の案内を参加チームに送り承諾を頂きました。 

 ホストクラブの役割は、全試合の付添も行わなけれなばなりませんでした。朝７：００には球場へ行き設営を行う。

終わりは１６:００位で述べ８日取られました。この時の、会長は岩本会員で、今思うと会長とクラブに迷惑を掛けず出

来たことが奇跡に近かったけれど、終われよければ全てよしって感じです。１位吹田西・２位うつぼ・くずは 

 ２０１１～２０１２は、監督の山口（伊）会員が会長をされ、２０１１年の秋のガバナー杯で１位吹田西・２位くずはとな

り、翌２０１２年６月に甲子園に行きました。この時の大会はリーグ戦ではなく、震災復興の大会で開催されました。   

 前夜祭は、全国から集ったチームとの懇親を深める為とそれぞれのお国自慢とがあり、も一つ大事なのは、前夜

祭で翌日の甲子園球場に入るステッカーが貰えるということです。 

 ２０１２～２０１３年度は、１位八尾東・２位吹田西・３位くずはという成績でした。高島会長と畠中幹事にも試合に参

加頂きました。 

 ２０１３～２０１４北川会長年度では、ガバナー杯でやっと優勝した年です。八尾東は不参加でチーム分けで吹田

西と別れたのが優勝に繋がったと確信しています。 

 ２０１４～２０１５原田会長の時に、２回目の甲子園大会の参加を行いました。本年は、八尾東に負けて２位となりま

したが、宿敵吹田西にも負けてます。この２チームに勝つことを目指さなければなりません。ただ、他のチームもく

ずは同様若い会員が野球同好会に入っているので、気を引き締めて各試合に臨まなければならないと感じます。 

 本年は、甲子園大会に参加する方向で考えていますので、同好会会員の皆様は前夜祭から試合は始まってま

すのでよろしくお願いします。 

 



201６年 １・２月 

日 月 火 水 木 金 土 

1／２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ 

枚方RC55周年

記念式典 
 ・気仙沼RC訪問 

奨学金交付式           

・IM3組幹事会 

１２：５０例会       

野球同好会総会 

   

31 2／１ ２ ３ ４ ５ ６ 

   １２：５０例会        

IMﾛｰﾀﾘｰﾃﾞｰPR(門真）

新会員ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ  

定例理事会 

  ・戦略計画委員長会議 

・国際奉仕委員長会議 

７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ 

   １２：５０例会         

被選理事会 
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ニコニコ箱 合計 \５,000 累計 \799,010 

○本日の配布物 

①１月２７日週報 

②3分間スピーチ資料（駕田会員） 

○本日の回覧物 

①2月例会出席予定確認表 

②RI2660地区IM7組主催 

 公開シンポジウム「語り継ぐ津波の脅威」ご案内 

○地区行事等出席報告（敬称略） 

1/24 枚方RC55周年式典            小北、米田 

1/26 幹事会                        米田 

1/２６ 気仙沼ＲＣ奨学金交付   小北、山口尚志、國田 

                源本、多田、稲田、柿丸、森岡 

 ○地区行事等出席予定（敬称略） 

2/6  戦略計画委員長会議          上山、岩本 

2/6  国際奉仕（本・次年度）委員長会議  木﨑、源本 

2/20 補助金セミナー  

          上山、山口尚志、三木、田中商人、川島 

ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊マルチプルＰＨＦのバッチをいただいて 

 
山中 卓 

第2回くずはゴルフ同好会 

ゴルフコンペのお知らせ 
 

     ■日 時 2016年４月６日（水） 

          ９：３０ OUTコース 

     ■場 所 くずはゴルフ場 

     ■参加費 ５，０００円 

     ■締切日 3月16日（水） 

  ※プレー終了後、軽食（表彰式）を 

用意しております。 
 

会員の皆様  

ご参加お待ちしています。 

ロータリーレート  

２月 １＄＝１２０円 

第1984回 例会出席報告（1月20日） 

総会員数 出席者 出席率 

５９名 ３４名 ２５％ 

第１９８１回 例会補正後出席率６１．８２％ 

  メーク１名  欠席５名  除外２名 


