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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

＊5/10（金）より例会場が

第 2222 回例会

八尾市生涯学習センター「かがやき」
地下 1 階ミーティングルームに変更

●創
立：１９７３年２月２３日
●会
長：品川 芳洋
●幹
事：堀内 伸也
●会報委員長：高岡 正和

5 月 17 日（金）

☆卓話なし
◎次年度第 1 回クラブ協議会（13：00～）

＊例会時間は 12：30-13：30 のまま
＊5/18（土）
第 2221 回例会

①2019 年規定審議会報告および

① 開会 点鐘

クラブビジョン策定セミナー

② ソング ｢君が代｣「四つのテスト」
③ ビジターの紹介

於：ＹＭＣＡ会館

2Ｆホール

9：30～12：00

長尾会長エレクト、辻田次年度幹事

出席予定

④ 会務報告
｢会長の時間｣「幹事報告」

②ありのまま・あるがまま

⑤ 委員会報告

の はなし

～作品展示＆トークライブ～

｢出席報告｣「各委員会」「ニコニコ報告」
⑥ 「ロータリーの友」紹介

於：Café

Rest Pica

Pica

（八尾市役所地下 1 階）

13：00～15：00

浅井 寿徳広報・雑誌委員長
⑦ 卓話 ｢次年度の為の地区協議会報告①」
長尾 穣治次年度会長
辻田 摂次年度幹事
堀内
⑧ 閉会

伸也次年度副会長＆ＳＡＡ

点鐘

＊例会前：5 月度定例理事会

2019 年 4 月 26 日（金）
出席報告
例会数

会員数

出席数

出席率

第 2220 回

27 名

16 名

72.7％

第 2218 回

27 名

16 名

76.2％

備 考
出席義務免除
7 名（出 2）
補
填
0名

◎例会後：加茂 次也ガバナー補佐エレクト
クラブ訪問
（次年度長尾会長・辻田幹事と懇談）
★例会場：八尾市生涯学習センター<かがやき> 〒581-0833 大阪府八尾市旭ヶ丘5-85-16 ℡:072(924)3876
★例会日時：毎週金曜日12時30分
★事務所：〒581-0803 大阪府八尾市光町2丁目60番 LINOAS（リノアス）8階 ℡:072(997)0626 Fax:072(997)2620
★http://www.yaohigashi.org/ E-mail:yaohigashi@japan.email.ne.jp

ニコニコ箱

う痛ましい事件が相次ぎました。

●ご無沙汰しております。池本です。

当クラブでは、先日、児童虐待を防ぐ地域児童相

柳さん卓話楽しみです。

池本 繁喜会員

談所の機動力の一助として電動自転車を寄贈し

●大松さん、おめでとう！

鈴木 洋会員

ました。学童の不登校問題にもお役にたてる策を

●柳さん、卓話頑張って。今日迄の輝かしい実績の
発表を！

奥田 長二会員

●柳会員、四輪会優勝おめでとうございます。卓話

検討中です。
また、地区補助金を得て、カンボジアの孤児院へ
輸送用車両の寄贈をするべく計画を進めていま
す。

もよろしく！
平成最後の例会ですね。

長尾 穣治会員

●大松さんおめでとうございます。八尾東ロータリ
ークラブをこれからもよろしくお願い致します。

地区障害者の芸術活動のひとつ、アール・ブリュ
ト普及への支援も今年で 4 年目を迎え、着実に成
果が実っていることを実感されます。

安田 信幸会員
今春、東京大学入学式での上野千鶴子氏の祝辞が
●今回合計

5,000 円

話題になりました。一部、引用させていただきま
すと、

●累計

555,000 円

≪がんばってもそれが公正に報われない社会があなたたち
を待っています。そしてがんばったら報われるとあなたが

会長の時間

たが思えることそのものが、あなたがたの努力の成果では
なく、環境のおかげだったこと忘れないようにしてくださ

平成最後の例会となりました。
平成は人による戦争こそなかったものの、決して平
安な時代ではなかったように思います。阪神淡路大
震災(H7)、東日本大震災(H23)、の二つの大地震をは
じめ、火山噴火、風水害など多くの自然災害に見舞
われました。同時に津波により、経済発展を支えて
きた原発を自然の脅威が襲うという史上はじめての
事態が生じました。
正に自然活動×人間活動による災害の時代でした。

い。あなたたちが今日「がんばったら報われる」と思える
のは、これまであなたたちの周囲の環境が、あなたたちを
励まし、背を押し、手を持ってひきあげ、やりとげたこと
を評価してほめてくれたからこそです。世の中には、がん
ばっても報われないひと、がんばろうにもがんばれないひ
と、がんばりすぎて心と体をこわしたひと...たちがいま
す。がんばる前から、「しょせんおまえなんか」「どうせわ
たしなんて」とがんばる意欲をくじかれるひとたちもいま
す。
あなたたちのがんばりを、どうぞ自分が勝ち抜くためだけ

一方、社会では子供、お年寄り、障碍者など社会的
弱者への虐待、または児童・生徒への陰湿ないじめ、
はたまた成人にいたってもパワハラ、セクハラが目
立った時代でもありました。成熟社会の歪でしょう

に使わないでください。恵まれた環境と恵まれた能力とを、
恵まれないひとびとを貶めるためにではなく、そういうひ
とびとを助けるために使ってください。そして強がらず、
自分の弱さを認め、支え合って生きてください。≫

か？
我がクラブにおいては社会奉仕の基本コンセプトと
して「親の愛に恵まれない子供たちにロータリーの
愛を届けよう」を設定し、活動を始めました。その
矢先に、幼い少女が親の虐待を受けて亡くなるとい

我々ロータリアンは一応に「恵まれた環境」にい
ると思われます。ひとりではできなくてもロータ
リーという優れた組織を通してできる社会奉仕
活があります。

感謝してこの環境を生かしたいと思います。

10 代はやはり野球との出会いです。小学生の頃は
3 つ上の兄の影響もあり昔でいう○○でした。今で
は想像もつきませんが髪もふさふさで横わけでヘ

幹事報告

アトニックも少し塗っていた記憶があります。中学

【配布物】

校で野球をするには丸刈りが条件です。本当に悩み

①週報

ました。丸刈りをするのがなぜ嫌かと言いますと、

②5 月の予定

小学 1 年生の時に肉屋さんの三輪トラックにはねら
れた時の 36 針縫った傷跡があるからです。道路に

【連絡事項】

急に飛び出した私が悪いのに毎日のように肉屋の

①次週 5/10 より例会場変更

社長が来られていました。今では本当に申し訳なく

②次週例会前、5 月定例理事会

思います。やんちゃ坊主でした。社長すみません。
同級生が野球部に入部していく中、私が練習を見に

【回覧】

行った時のことです。小学生の時、半年ほど新聞配

①ガバナー月信 5 月号
以上

達をしていた時に私を色々かわいがってくれた 2 歳
年上の先輩が野球部にいたのです。3 年ぶりくらい
でした。
「野球部に入るんか」と聞かれ、
「入ります」
と返事してしまいました。良い再会だったと思いま
す。出会いに感謝です。枚岡中学野球部は伝統もあ

「63 年を振り返って」
柳

敬二会員

り、今でいうパワハラもすごくあり、厳しい野球部
でした。3 年生の時には東大阪市で優勝し、全校生
徒の前で朝礼の時、校長先生から呼ばれ握手してい

今から 10 年ほど前に、私の履歴書で皆さんの

ただいた時の嬉しさは今でも心に残っています。自

前でお話しさせていただきましたが、私は昭和 31

分に自信が持てるようになった瞬間でもありまし

年 4 月 11 日に三重県飯南郡森村大字森で生まれ

た。サードの矢川君、ショートの林君、ライトの伊

ました。今の松阪市です。

東君、センター1 番バッターで俊足の三木君、ガッ

その当時両親は生活も苦しく、3 人の子供のた

ツのあるチームメートばかりでした。中でもキャッ

めに寝る間も惜しんで仕事に頑張ってくれてい

チャーのキャプテン川元君には色々な場面で助け

たそうです。父はダムの工事現場の 56 人の人夫

てもらいました。中河内、大阪府下敵なしのチーム

頭、母はその飯場の飯炊きをしながら私たちを育

でした。私のフォアボールがなければ・・・。中学

ててくれました。その現場の元請会社の社長の奥

野球は夏の準決勝、日生球場で延長 13 回ノーアウ

さんは、昔の時代ですから相当色々な面で厳しか

トからフォアボール 2 つと私の暴投で終わってしま

ったそうです。それも若かった母のためを思って

いました。

のことだったようです。母は子供のころ枚方が実

次は高校野球です。中学 3 年生の秋に、天理、近

家で日本舞踊を習っていたくらいに少し裕福だ

大、北陽のスカウトを断りＰＬ学園のセレクション

ったそうです。父と出会い、若いころはお金には

を受けに一人で行きました。ピッチング、バッティ

苦労したようです。10 代、20 代、30 代、40 代、 ング、遠投、走力のテストがあり、その日に合格を
50 代と振り返ると色々な思い出がありますが、少

いただきました。ここからです。地獄の練習が始ま

しずつお話しさせていただきます。

ります。朝は早朝からゴルフ場を素足でランニング

夜は 7 時くらいには練習が終わったと思います。休

す。ガッツある先輩だったそうです。中央大学で

みの日は 12 時間練習でした。大会前には先輩方が帰

は 1 級先輩に習志野高校出身でキャッチャーの

ってこられ千本ノック、当時水は飲めない時代で本

阿部東司さんがおられ、実家が経営している浦安

当に苦しい練習でした。ＰＬ学園は当時全校生徒全

のお店へ連れて行ってもらったり、よく可愛がっ

員が寮生活で、野球部は研志寮といい、寮生活は厳

ていただいた印象があります。結婚され、長男が

しいものでした。10 畳くらいの部屋に 1 年生から 3

巨人軍の阿部慎之介です。高校時代はやんちゃだ

年生が寝起きし、1 年生の時は部屋で足も伸ばせな

ったそうです。阿部さんは今は千葉の浦安市で産

い。お菓子も食べることができない状態でした。先

業廃棄物の事業をされ、立派な会社を経営されて

輩方が寝られるまでは寝ることはできない。消灯時

いるようです。いつの日か再会したいものです。

間は決まっていたと思いますが、なかなか自主練習

20 代の思い出は浅草出身の金城さんと出会え

や勉強部屋から帰ってこられない先輩もおられたの

たことです。目黒にあった野口プロの社長さんと

で、授業中に良く居眠りをしたものです。野球の夢

親交があり、私をプロボクシングの世界へと導い

を見てボールが顔に当たりかける夢です。授業中机

た人です。

ごとひっくり返ったこともありました。大爆笑です。
今思うと研志寮の中で上下関係、集団生活の厳しさ、
思いやり、今となっては貴重で大切なＰＬ学園での
素晴らしい体験ができたことは親に感謝です。昭和
49 年の夏、大阪の決勝戦、藤井寺球場で興国高校と
対戦しました。興国のキャッチャーの内海君とは中
学生のころ何度か対戦したことがあり、枚岡公園で
一緒にトレーニングもした仲ですが興国高校へ進学
したことは知る由もありませんでした。3 年ぶりで
す。9 回裏ノーアウトから内海君に右中間へツーベー
スヒットを打たれましたが、何とか負け試合をもの
にし、2 対 0 で大阪代表で甲子園に出場でき、ほっと
しました。親、兄弟、親戚皆大喜びだったそうです。
色々な方のおかげです。大切な思い出の一つです。
甲子園では、2 回戦でこの年全国優勝した千葉県代表
の銚子商業と対戦しました。巨人に入団した篠塚君
にライトラッキーゾーンへホームランを打たれ、5
対 1 で敗れて高校野球生活は終わりました。
大学は東都リーグの中央大学へ進学し、1 年生の秋
に亜細亜大学と神宮球場で対戦し、1 番バッターでＰ
Ｌ学園の 3 級先輩の小嶋さんへの第 1 球目で真ん中
のストレートを試合開始のサイレンが鳴りやまない
うちにレフトスタンドへ運ばれた苦い経験もありま
す。次の日の新聞の見出しに、
「中央柳、先輩に花持
たす」。小嶋先輩は後にＮＴＴへ入社されたそうで
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