
★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13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

2017 年最終例会

第 2161 回例会

① 開会 点鐘

② ソング ｢我等の生業」

③ ビジターの紹介

④ 会務報告

｢会長の時間｣「幹事報告」

⑤ 委員会報告

｢出席報告｣「各委員会」「ニコニコ報告」

⑥ 年次総会

⑦ ＩＭＲＤ分科会

⑧ 閉会 点鐘

ニコニコ箱

●谷村会員、本日の卓話よろしくお願いします。

                大松 桂右会員

●永らくご無沙汰して恐縮に思っています。

誕生日のお祝をいただいて。

財団地区奉仕賞の表彰をいただいて。

               森田 時男会員

●長期欠席お詫び致します。

谷村さん卓話よろしく！    長尾 穣治会員

２０１７年１２月２２日（金）第２１４８号

2017年 12月 15日（金）

出席報告
例会数 会員数 出席数 出席率 備 考

第2160回 28名 19名 79.2％
出席義務免除

7名（出 3）

第2158回 28名 18名 81.8％
補    填

0名

Rotary International

国際ロータリー会長

イアン Ｈ.Ｓ.ライズリー

2017‐18 年度 RI テーマ

四四四つつつのののテテテススストトト

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

第２６６０地区

八尾東ロータリークラブ

YAO EAST ROTARY CLUB
●創   立：１９７３年２月２３日

●会   長：大松 桂右

●幹   事：高岡 正和

●会報委員長：安田 憲司

変革の時代、創造のとき。

新たな一歩で感動を！

＊12/29（金） 定款による休会

＊1/5（金）    定款による休会

2018 年初例会 日にち、例会時間、例会場変更

第 2162 回移動例会

於：創・美・食ダイニング じゃんや（居酒屋）

1 月 11 日（木）

1月度定例理事会 11：00-12：00

例    会  12：00-13：00

新入会員歓迎会 13：00-15：00

☆卓話「新年を迎えて」大松 桂右会長

☆1月誕生月祝

坂原会員、長尾会員、山田会員

上田夫人、陣田夫人

☆1月結婚記念日祝

浅井会員、中澤会員、高岡会員

☆上半期ＨＣ皆出席祝

石川会員、大橋会員、高岡会員、辻田会員



会長の時間

今年度の奉仕事業である、45 周年事業のカローリン

グ大会の開催日が 2018 年 5 月 19 日（土）と決定に

なりました。全員参加のもとでの事業ですので、よ

ろしくお願い致します。

また、次回例会は今年最後の例会となり、年次総会

やＩＭＲＤの分科会も開催しますので、出席頂きま

すよう、よろしくお願い申し上げます。

幹事報告

12/22（金）は年内最終例会です。

次年度の理事役員を決める年次総会もございますの

で、会員の皆様ご出席をお願いします。

●森田さんお久しぶりです。お元気そうでなによりで

す。

谷村君の卓話を楽しみにしておりました。

池本 繁喜会員

●谷村さん、卓話ご苦労様です。

次回、最終例会、所要のため欠席します。

今年一年お世話になりました。来る年もよろしくお

願いします。         奥田 長二会員

●今回合計 14,000円

●累計  369,580円

「プロ野球の

年俸について」

     谷村 政哉会員

日本シリーズも終わり、契約更改が進んでいく

中、日本のプロ野球の年俸についてお話していき

たいと思います。

日本シリーズでも話題に上がりました、ソフトバ

ンクホークス（ＳＢ）とＤｅＮＡベイスターズ（Ｄ

Ｎ）のチーム年俸の差ですが、ＳＢ－42 億 800

万円に対して、ＤＮ－15億 8622 万円と約 3倍の

差がありました。

結果はＳＢが４勝２敗で優勝はしましたが、そこ

まで年俸の差を感じる内容ではありませんでし

た。

プロ野球の年俸の順位

（１）ソフトバンク

平均 7013 万円 総額 42億 800 万円

（２）巨人    6043 万円 36 億 8653 万円

（３）阪神    4162 万円 25 億 3878 万円

（４）ヤクルト  3737 万円 22 億 4200 万円

（５）日本ハム  3488 万円 21 億 9774 万円

（６）ロッテ   3446 万円 21 億 7107 万円

（７）オリックス 3336 万円 19 億 6804 万円

（８）西武    3283 万円 20 億 3557 万円

（９）楽天    3196 万円 19 億 4986 万円

（１０）中日   2926 万円 18 億 1390 万円

（１１）広島   2767 万円 16 億 8806 万円

（１２）ＤｅＮＡ 2600 万円 15 億 8622 万円

セ・リーグですと、リーグ優勝のカープは全体の

11位など、お金持ちが勝つ時代ではなくなって

きています。

日本人年俸ランキング

1位_ 5億 0000 万円 金子千尋（オリックス）   

2 位_ 4 億 1000 万円 中村剛也（西武）      

3 位_ 4 億 0000 万円 鳥谷 敬（阪神）      

3 位_ 4 億 0000 万円 和田 毅（ソフトバンク）

R 財団地区奉仕賞

森田会員

12 月誕生月祝

森田会員・陣田会員



3 位_ 4 億 0000 万円 摂津 正（ソフトバンク）  

3 位_ 4 億 0000 万円 松田宣浩（ソフトバンク）  

3 位_ 4 億 0000 万円 松坂大輔（ソフトバンク）  

8 位_ 3 億 5000 万円 坂本勇人（巨人）      

8 位_ 3 億 5000 万円 中島裕之（オリックス）   

8位_ 3億 5000万円 五十嵐亮太（ソフトバンク）

8位_ 3 億 5000 万円 内川聖一（ソフトバンク）

8位_ 3 億 5000 万円 山田哲人（ヤクルト）    

13 位 3 億 2000 万円 山口鉄也（巨人）      

14 位 3 億 0000 万円 筒香嘉智（ＤｅＮＡ）      

14 位 3 億 0000 万円 平野佳寿（オリックス）   

16 位 2 億 8000 万円 中田 翔（日本ハム）    

16 位 2 億 8000 万円 糸井嘉男（阪神）      

18 位 2 億 7000 万円 大谷翔平（日本ハム）   

19 位 2 億 6000 万円 阿部慎之助（巨人）     

19 位 2 億 6000 万円 柳田悠岐（ソフトバンク）

日本では現在 5億が最高金額となっています。

ちなみにヤンキースの田中将大は25億 3000万円

と日本の１球団分ぐらいの金額となっておりま

す。

ポジション別年俸平均ですと

内野手―4900 万円

外野手―4500 万円

投 手―4100 万円

捕 手―1700 万円

他のポジションと捕手の差が気になります。

個々の契約更改が進む中、スター選手はメジャー

リーグに行く中、今後のプロ野球選手の年俸はど

のように変化していくのでしょう。

世界のアスリート年収

1位：クリスティアーノ・ロナウド（サッカー）

   年収：9,300 万ドル（102 億 2070 万円*）

2位：レブロン・ジェームズ(バスケットボール）

   年収：8,600 万ドル（94 億 5,140 万円*）

3位：リオネル・メッシ（サッカー）

   年収：8,000 万ドル（87 億 9,200 万円*）

4位：ロジャー・フェデラー（テニス）

    年収：6,400 万ドル（70 億 3,360 万円*）

5位：ケビン・デュラント（バスケットボール）

    年収：6,060 万ドル（66 億 5,994 万円*）

6位：アンドリュー・ラック

(アメリカンフットボール）

    年収：5,000 万ドル（54 億 9,500 万円*）

6位：ローリー・マキロイ（ゴルフ）

    年収：5,000 万ドル（54 億 9,500 万円*）

世界規模になると、凄いしか言葉が出てこないです

ね。

アスリートである以上は、人々に夢と感動と興奮を

与え続けて欲しいですね。

緊急臨時理事会報告

幹事：高岡 正和

●日 時：2017 年 12 月 15 日(金)

例会後 12：30～13：30

●場 所：かがやき 1階ロビー

●出席者：理事役員 6名

案件：

①年次総会（12/22）における選挙管理委員と立会

人再選出

選挙管理委員・・・森下会員・谷村会員

立会人・・・上田会員・浅井会員

②ＩＭＲＤリハーサルとそれに伴う移動例会（3/9）

の件

【ＩＭＲＤリハーサル】

パネルディスカッションの 8 クラブのリハーサル

は 3/14（水）シェラトン都ホテル 5Ｆの部屋に

て 14：30～16：30 を予定。

自クラブのリハーサルについては、各セクション

リーダーと相談して日程を決める。



【3/9 の移動例会】

『かがやき』が全館貸出不可のため、『山徳』にて

12：30～13：30で移動例会。

③その他

2/23（金）移動例会の件

場所はスイスホテル南海大阪、

時間は 18：00～20：00 を予定。

詳細については、決まり次第会員に告知。

【報告事項】

a.バンケットルームについて（大松会長より）

現時点では使用可能かどうか不確定。

b.ＩＭＲＤパネルディスカッション 当クラブパ

ネラーの件（石川ＩＭＲＤ実行委員長より）

当クラブパネラー・・・高岡会員

第２６６０地区

八尾東ロータリークラブ

YAO EAST ROTARY CLUB


