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RI テーマ
ベテランと若手の団結で
品格あるロータリー活動を！

第２６６０地区
八尾東ロータリークラブ
YAO EAST ROTARY CLUB

四
四つ
つの
のテ
テス
スト
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

Rotary International
国際ロータリー会長
K.R. ラビンドラン

第 2091 回例会

第 2092 回例会

① 開会 点鐘

●創
立：１９７３年２月２３日
●会
長：上田 郁生
●幹
事：上山 惣太
●会報委員長：堀内 伸也

6 月 10 日（金）

＊梅澤 喜八郎ガバナー補佐＆

② ソング ｢君が代｣「四つのテスト」

林 芳繁ガバナー補佐エレクト

③ ビジターの紹介

クラブ訪問

④ 会員及び会員夫人誕生月祝

☆｢ロータリーの友｣紹介

池本会員、辻田会員、柳夫人
⑤ 会員結婚記念日祝

長尾

穣治広報・雑誌委員長

☆卓話なし

筒井会員、坂原会員、安田会員

◎新旧クラブ協議会（13：00～）

⑥ 会務報告
｢会長の時間｣「幹事報告」

＊6/16（木）第 89 回四輪会ゴルフコンペ

⑦ 委員会報告

（ホスト：八尾ＲＣ）

｢出席報告｣「各委員会」「ニコニコ報告」
⑧ 卓話 ｢ぶぶ漬けでもどうでっしゃろ｣
浦本 修三会員
⑨ 閉会

点鐘

於：春日台カントリークラブ
ＴＥＬ：0743-69-2133
集合：8：00

8：34 スタート

高橋会員、辻田会員、柳会員、山田会員
参加予定

★例会前：6 月度定例（新旧合同）理事会

＊6/9（木）会長・副会長・幹事杯ゴルフコンペ
於：春日台カントリークラブ
ＴＥＬ：0743-69-2133
集合：8：20

スタート：8：42～

池本会員、石川会員、上田会員、上山会員、

2016 年 5 月 27 日（金）
出席報告
例会数

会員数

出席数

出席率

第 2090 回

28 名

18 名

72.0％

第 2088 回

28 名

22 名

84.6％

備 考
出席義務免除
4 名（出 1）
補
填
5名

奥田会員、髙岡会員、高橋会員、谷村会員、
辻田会員、中澤会員、堀内会員、山田会員、
参加予定
★例会場：㈱西武百貨店八尾店8階バンケットルーム ℡:072(997)0111 内線5580 ★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 西武百貨店内 ℡:072(997)0626 Fax:072(997)2620
★http://www.yaohigashi.org/ E-mail:yaohigashi@japan.email.ne.jp

ニコニコ箱

その他、クラブ入会金を廃止にする件や例会取り

●柳さん、卓話よろしくお願いします。

消しの規定改正など、いろいろと改正されていま

上田 郁生会員

す。これからクラブ内で議論を重ね、決定してか

●柳さん還暦おめでとうございます。奥田 長二会員

なければいけませんが、会員増強に関しては、規

●柳さん、卓話楽しみです。還暦おめでとうございま

定が柔軟になったのは確かです。クラブ全体で会

す。

桑田 タア子会員

●柳さん、卓話楽しみです。

員増強を推進していきましょう。

池本 繁喜会員

●アールブリュット「ありのまま・あるがまま 2」

幹事報告

6/23-26 展示会がプリズムホール 3F にて行われま
す。宜しくお願い致します。

森下 慶治会員

●早退させて頂きます。柳さんの卓話聞けなくて残念
です。

●今回合計

①活動報告書の PDCA リスト未提出の方は、5/31
迄に事務局まで提出下さい。

長尾 穣治会員

6,000 円

「還暦を迎えて」
青少年奉仕委員長

●累

計

719,794 円

5 月皆出席祝
上田会員

会長の時間

柳

敬二会員

私も今年 4 月 11 日で還暦を迎えることができま
した。三重県飯南郡森村、現在の松坂市で生まれ

5 月 21 日に規定審養会報告会に行ってまいりまし

60 年が経ちます。

た。

小学生の頃は近所でもわんぱくで体格も良く、ド

2016 年規定審義会の最大の注目点は、例会や出席、

ラえもんで言うジャイアンです。中学生になっ

会員身分の規定について、各クラブに柔軟性を与え

て、初めて学校で準硬式の野球を教えていただ

るという制定案が採択されたことです。

き、3 年生のころには東大阪市で優勝し、朝礼の

クラブ例会頻度と出席に柔軟性を認める件では、
「各

時に私だけ全校生徒の前で校長先生から名前を

クラブの細則で『定例頻度』と『出席』に関する例

呼んでいただき、握手していただいたことを思い

外規定が設けられるようクラブに柔軟性を与える。

出します。それまで学業の方でも自慢できる教科

但し例会は最低 1 ケ月に 2 回は開催しなければなら

もなくただ義務教育を受けていただけのような

ない」と採択されました。これは新世代の社会生活

気がします。

上の時間的な制約で、出席義務を果たすことが難し

やはり今振り返ると野球が私の人生の大きな財

く、若い世代の入会希望者の入会への阻害要因とな

産だったと思います。皆さんと出会えた事も野球

っているためと考えられます。

のおかげです。

会員身分の規定を変更する件では、「クラブは善良

今から 15 年くらい前のことです。知らない番号

さ、高潔さ、リーダーシップを身を持って示し、職

から私の携帯電話に着信が入り、出ると、「ミキ

業上、及び地域社会で良い評判を受けている奉仕意

ハウスの木村です。柳さんですか？ロータリーで

欲のある人によって構成されるものとする」その他

野球を一緒にしませんか？」ということでした。

の従来の条件はすべて削除。となりました。

以前、私が今も在籍しています東大阪クラブと八

尾東ロータリークラブの練習試合の後で、木村社

最近、亡くなった両親の事、女房の両親の事を想

長が東大阪クラブの当時の角谷監督に、ロータリ

う時があります。父親の還暦祝いの時の写真を見

ーで野球を出来る人がいないか尋ねられ私の携

て、場所は官幣大社の枚岡神社の境内にあった料亭

帯番号を教えたということでした。

梅光だったと思います。父、母の親戚がたくさん来

私は、練習試合の日は先発で 3 イニングだけ投げ

られ、楽しい宴だった事を覚えています。

させてもらい、家内と来ていたので先に上野の球

酒豪ぞろいで、中でも母とのチークダンスの後、母

場を後にしました。

の一つ年下の叔父との男同士のチークダンスは皆

木村社長から野球のことで電話が入るというこ

で大爆笑していたことを思い出します。父が赤いち

とは角谷監督に事前に聞いていたので驚きはな

ゃんちゃんこと帽子を照れくさく被っていたこと

かったのですが、躊躇しました。そこで木村社長

もなつかしく思います。尊敬する強くやさしい父で

から殺し文句です。甲子園球場を借り切って、ロ

した。

ータリーの全国大会があるということでした。私

母の還暦祝いは名張の赤目四十八滝の近くにある

は思わず「一緒にさせていただきます。」と返事

山水園という料理旅館です。父も元気で親戚中が集

をさせていただきました。

まり楽しい宴だった事を思い出します。母の実家は

そして全国大会で 35 年ぶりに甲子園のマウンド

枚方で、小さい頃は日本舞踊を習っていたというく

に立った時、黄色い声援が飛び交っていました。 らい裕福だったそうです。おしゃれで綺麗な母でし
その黄色い声援というのは私が仕事の付き合い

た。私が甲子園に出た時はインタビューされるかわ

で何度か使っている北新地のクラブのママとホ

からないからと、衣装持ちの母はどの服を着るか叔

ステス達です。亡くなられた楠瀬さんと原田さん

母さんたちも家の方へ呼ばれて大変だったそうで

と、試合の何日か前に 3 人で食事をした後に新地

す。サングラス一つ選ぶのも大騒ぎだったと聞いて

の店に行き、甲子園の話が出て、誰が誘ったのか

います。酉年の強い母でした。

今では覚えていませんが、楽しい食事とお酒を呑

私の両親の還暦と私の還暦を比較するのもおかし

んだ覚えがあります。

な事ですが、60 歳で強い父がやってきたこと、優し

私がマウンドに上がる時、お二人が打席に立つた

い母がやってきたこと、足元にも及びません。私に

びに黄色い声援が飛び交っていて、その声援に楠

とっては素晴らしい両親でした。

瀬さんも原田さんも手を挙げて応えていたのを

還暦を迎え健康で元気でいられるのも両親のおか

思い出します。私は出来ませんでした。なぜなら

げ、女房のおかげ、友のおかげ、お世話になってい

その試合には女房と長男、次男そして長男の婚約

る方々のおかげ、子供のおかげ、おかげ様でありが

者も来ていたからです。

とうございます。

試合が終わって甲子園球場の近くのホテルで食
事をし、家へ帰ってから女房にこんこんとお説教
されたことを覚えています。なぜなら、「甲子園
球場はあなたにとって神聖な場所でしょう。どう
してそういう事が出来るのか理解できない。あな
たが行っているお店だからあなたが呼んだに違
いない。」とお説教されたことを覚えています。
でもなぜか新地の三藤さんのお店だけは女房も
お気に入りのようです。懐かしいことです。

第２６６０地区
八尾東ロータリークラブ
YAO EAST ROTARY

