
　　　 ▼卓話予告

12/14　忘年家族会

　　（セントレジスホテル大阪）

12/21　「上半期を振り返って」

　　　　　　山本昌市会長

1/11　新年初例会

　　（シェラトン都ホテル）

　2週間ぶりの例会で、11月も最

後になりました。来週は年次総会

となりますので、会員の皆様のご

出席を賜りますようお願い申し上

げます。

　先日の新聞に「金婚式、愛がさ

めて、情でもつ」とありました。11

月22日は「いい夫婦の日」でした。

　「縁」が薄れた社会で、その言葉

に取って代わって「絆」という言葉

が出てきました。

　「縁」というのは、そこにあるもの

だと思います。しかし「縁」は作る

ものです。例えば何かの縁があっ

て、そこで夫婦が生まれます。夫

婦が生まれた途端に夫婦の縁と

いうのが出来ます。しかし夫婦の
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奉仕への情熱と創意を
積み重ね、品格を高めよう
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ロータリー

国際ロータリー 第2660地区　テーマ

国際ロータリー  第2660地区  ガバナー　松本  進也

The Ideal of Service
ロータリーの根幹精神

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

四つのテスト

八尾ＲＣバナーの主旨
「我々のクラブは、老いも若きも
相手を敬愛し、和気あいあい、
楽しいクラブライフを送っている
ことが誇りであります」
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▼開　会　「点　鐘」

▼ロータリーソング

　　「国歌」「奉仕の理想」

▼ロータリーの目的の唱和

▼ゲストの紹介

　　　奥村　光生　様

　　　米山奨学生　三宅　建　様

▼出席報告

▼在籍表彰

会員特別表彰

　在籍35年　中島孝夫会員

会員年次表彰

　在籍19年　井川孝三会員

　在籍12年　濱岡千寿郎会員

　在籍 1年 　福田隆教会員

▼お誕生日お祝い

　中川　將会員（喜寿）

　濱岡千寿郎・大熊　勉会員

▼米山奨学金贈呈

▼その他の報告

▼会務報告

　「会長の時間」「幹事の時間」

▼ＳＡＡ報告　ニコニコ箱

▼卓　　話

　「日本ラクビーの現状と展望」

　　　奥村　光生　様

▼閉　会　「点　鐘」

会 長 の 時 間

 
　　　　



縁が生まれたから即、絆が生まれ

る事はありません。長い時間をか

けて「絆」が出てくると思います。

人と人が自覚し合って作っている

のではないでしょうか。この縁が薄

れた社会は私達に執拗に今、絆

を求めている気が致します。

　さて夫婦で一緒に散歩をすると

き、歩くペースが合わないとなか

なか楽しめない。それは日常生活

でも同じです。二人の足並みを揃

えることで、充実した人生を歩む

事が出来きます。とはいえ、簡単

にはいかないのが夫婦の関係で

す。

　男女平等と言われていますが、

女性は進化し続けています。

　生命の基本形は女性であります。

38億年にわたる生命進化のうち、

最初の30億年は女だけでした。

女の基本仕様を逸脱したものが、

男であります。だから実はもろい、

病気になりやすいし、ストレスにも

弱い。その証拠に、男性に比べ

圧倒的に女性が多い死因は、「老

衰」だけです。生物学的に言うと、

女は存在、男はあわれにも、現象

となるらしいです。

　男性と女性では物事の感じ方に

違いがある為、同性同士に比べ

て、そもそも気持ちがすれ違いや

すいのだそうです。

　「普段の会話にも、一般的に、

男性は何かを伝えるために話しま

すが、女性は感情を交流させるこ

と、つまり話すこと自体を目的に

話す傾向にあります。」

　男性は、頼られる事に大きな喜

びを感じます。女性は、一つ大き

な幸せよりも、沢山の小さな幸せ

に喜びを感じるそうです。妻には、

まめに小さなプレゼントをするの

がベターです。

　男女それぞれのツボを押さえた

心づかいを、日々積み重ねてい

きたいものです。

　もしも喧嘩をしてしまったら、無

理に向き合うのではなく、同じ方

向を向いて並んで座ると、目を合

わせずに済むので、自然と妻は

話しやすく、夫も話を聞きやすく

なるそうです。

　似たもの夫婦と言う言葉がありま

すが、人は根本的には分かり合え

ない生き物と認識しなければなり

ません。

　「男と女は誤解し合って結婚し、

理解し合って離婚する」と言った

人もいるくらいです。

　最後に、夫婦であれ、友達であ

れ、けんか出来る相手が傍にいる

というのは幸せなことです。「幸福

とは自分の価値を知ってくれる人

のそばに居る事である。」と「幸福

論」の中にあります。

　それはたとえ世間の誰にも理解

されなくても、ただ一人、わかって

くれて、愛してくれる人が傍にい

れば、それに勝る幸せはないとい

うことでしょう。

　夫婦とは、わがままな運命共同

体と例えるように、理解しがたくも

離れがたい特別な関係。違いを

楽しみ、お互いを尊重しながら、

足並みをそろえて、時を歩んで行

くことでしょうか。

▼26日に地区広報委員長会議が

開かれ、小谷委員長に出席いた

だきました。

▼次週、年次総会を開催します。

皆様のご出席をお願いいたしま

す。

▼次週例会後、理事会を開催し

ます。

▼聴覚障害児教育に役立ててい

ただくプロジェクターを寄贈します。

安中小学校で贈呈式を４日に行

います。

▼9、10日に地区大会が開催され

ます。本日、登録証をお配りして

おります。

▼地区より、ガバナーノミニー・デ

ジグネートに、四宮孝郎会員（大

阪西南RC）が指名されました。

▼クラブ広報委員会・

　　小谷　逸朗　委員長

　26日、地区の広報委員長会議

に出席してまいりました。その中

で「マイ・ロータリーの普及」を強く

言われましたので、皆様ご協力を

よろしくお願いいたします。

▼親睦活動委員会・

　　　村本　順三　委員長

　再来週に忘年家族会をセントレ

ジスホテルで開催します。17:30～

例会、18:00～忘年家族会です。

多数のご参加をお待ちしておりま

す。

　当日はプロの長唄、三味線、踊

りをお楽しみいただきます。

幹　事　報　告 

そ の 他 の 報 告



▼クラブ研修委員会・

　　　宇野　泰正　委員長

　先週は研修会に多数ご参加い

ただき、ありがとうございました。

　なお、過去の研修会で佐野・居

相会員に講話をいただきましたが、

その音声をアップしました。下記

URLにアクセスいただければ、お

聞きいただけます。

5月18日　新入会員セミナー　居

相会員の講話：

http://www.yaorc.com/kowa/iai_

H280518.mp3

10月26日　新入会員セミナー　佐

野会員の講話：

http://www.yaorc.com/kowa/san

o_H280518.mp3

「私と野球」

▼八尾東RC・プログラム・

　　会報委員長・

　　　　　上山　惣太　様　　

　この度、八尾四クラブにおいて

新たな取り組みである交換卓話を

行うことになり、プログラム・会報委

員長として八尾ＲＣ様に訪問させ

ていただく事になりました。

　八尾東Ｒに入会させていただい

て4年が経ちました。卓話という言

葉自体馴染みがありませんでした

が、入会後まず【私の履歴書】か

ら入るのは他クラブも同様でしょう

か？大体、年1回から２回、自身

に順番が回ってきますので、ほと

んどが他会員のいろいろな話が

聞けるというのが非常に楽しみで

す。

　ロータリーの話や、趣味の話、

戦時中の話、他国の話と本当に

興味深い話ばかりです。八尾東Ｒ

Ｃは野球部出身の会員が多く当

時の苦労体験、今の体罰に対す

る考え方等で各高の経験を交え

ながら意見し合ったこともありまし

た。

　今回出張卓話で何を話そうかと

考えていましたところ先輩会員に、

他クラブでは野球の体験談とかは

新鮮じゃないか！といわれ今回の

題【私と野球】に決めました。

　さて私たちの八尾東ＲＣには野

球同好会がありまして、毎週日曜

日に三重県伊賀市のミキハウスス

タジアムで練習をしております。メ

ンバーの最若手は41歳で最高齢

は72歳です。

　目標は、毎年西日本・東日本で

交互に持ち回り開催をしておりま

すグレン＆千杯・田中作次旗・選

抜野球大会です。今年度は三重

県熊野市で11月11～13日に開催

され、東は鹿沼ＲＣ様で西は久留

米北ＲＣ様と、強豪が15チーム集

まり優勝を目指しました。

　また大会前日には前夜祭という

ことで、素敵なゲストもあり盛大な

パーティが開催され、そこで一番

盛り上がるのが翌日以降の対戦

相手が決まる抽選会です。注目

は前年優勝で過去12大会中7回

の優勝経験のある鹿沼ＲＣの対

戦相手は！や前夜祭でしっかり

飲むので朝一番の試合はいらん

ぞ～引くなよ～！！！とか大注目

です。

　因みに来年は日立、再来年は

大阪！！！！と決まっております。

皆様その節はどうぞよろしくお願

いいたします。

　さて八尾東ＲＣの選抜大会での

成績はというと一昨年は初戦で２

－２（ジャンケン敗退）、昨年２回

戦敗退と続いており、今年こそは

優勝や！と気合が入っておりまし

たが、初戦敗退。しかも第一試合

で、9時30分には終戦でした。

　ところで私が八尾東ＲＣに入会

させていただいたのは、やはり野

球がきっかけです。幼少からは野

球一筋でなく柔道、相撲といろい

ろのことに励みましたが、一番の

分岐点は高校選びだったと思い

ます。柔道か野球か…最終的に

は甲子園に行きたいという思いが

強く、地元奈良の智辯学園に進

学しました。

　そこから地獄のような生活が待

っていたのは、今なら想像できた

ことでしょう。私は寮に入りました。

しかも春休みから…。長くなるの

で省略しますが、当時地元では

「懲役3年」とよく言ったものです。

しかしつらいばかりではなく、野球

を通じたくさんの友人、先生、先

輩、後輩と出会い、喜び、悲しみ、

苦しみといった色々な感情を与え

てもらいながら、成長させていた

卓　　　話



だきました。

　結果的に八尾東ＲＣに入会させ

ていただいた事も、本日出張卓話

に伺ったことも全て縁であり、人と

人との繋がりの大切さ、有難さを

改めて感じる次第です。

　私自身まだまだ45歳の若輩者

ですので、今後とも仕事、野球、

ロータリー活動とも頑張って八尾

東ＲＣ、近隣ＲＣの発展に微力な

がら加わりたいと思っております

ので、今後ともどうぞ宜しくお願い

致します。

▼山本（昌）会長　紅葉狩りを、

楽しむ余裕もなく、冬将軍が

やってきました。皆様、お身体

に気をつけ、師走をお迎え下

さい！

▼田中副会長　八尾東ＲＣ中

澤会長、ようこそおいで下さい

ました。野球同好会では大変

お世話になっています。上山

様、本日卓話、宜しくお願いし

ます。

▼山陰幹事　中澤会長、上山

様ようこそおいで下さいました。

卓話よろしくお願いします。

▼佐々木名誉会員　月1の参

加になりまして、申し訳ありま

せん。例会欠席お詫び。バッ

ジ忘れ。

▼寺坂会員 ニコニコしっかり

頼みます。

▼小林・飯田・濱岡・野村会員 

例会欠席お詫び。

▼菅野会員　本日卓話よろし

く。

▼笠井会員　早退お詫び。

▼宇野会員　研修会、皆様あ

りがとうございました。

▼澁谷会員 研修会参加あり

がとうございました。

▼松村会員　ロータリー財団

へのご協力ありがとうございま

した。

▼水野会員　何かいいことが

あります様に。例会欠席お詫

び。

▼小谷会員　寒くなりました。

皆様ご自愛下さい。

八尾ロータリークラブ会報 クラブ広報委員会
お気付きの点がございましたら、
広報委員会までご一報下さい

委員長 ▼ 小谷　逸朗　　副委員長 ▼ 奥谷　英一
委 　員 ▼ 池尻　誠　　吉本　憲司

ニ　コ　ニ　コ　箱

■ 出席報告

月日

11/9

11/16

11/30

会員数

58

58

58

出席

40

37

38

（内出席規定適用免除者）

5

6

6

メークアップ

0

出席率

80.00％

72.55％

74.51％

確定出席率

80.00％

11月合計額　 　２３５，０００円

年度累計　　１，４８１，６００円

ロ ー タ リ ー の 目 的

ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、
これを育むことにある。具体的には、次の各項を奨励することにある：

第１　知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること；

第２　職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値
　　　　あるものと認識し、社会に奉仕する機会としてロータリアン
　　　　各自の職業を高潔なものにすること；

第３　ロータリアン一人一人が、個人として、また事業および
　　　　社会生活において、日々、奉仕の理念を実践すること；

第４　奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワークを
　　　　通じて、国際理解、親善、平和を推進すること。
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