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＜四つのテスト＞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
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会員増強・拡大月間
次週（８月８日）のお知らせ

☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例

会

１）例

（2211回）

２）国旗およびロータリー旗に礼

２）ソング

３）ソング

君が代・奉仕の理想

４）卓

会員増強・拡大月間記念卓話

話

会 （2212回）
我等の生業

３）クラブ協議会（ガバナー補佐訪問）

「本腰を入れて会員増強しましょう」
地区クラブ奉仕･拡大増強委員

東村

高良様

会員強化委員会

☆☆

8月度のお誕生日

7日 重里 國麿
24日 髙橋 弘泰
28日 末澤 正大

☆☆

15日 寺井 種伯
24日 寺杣 晃一
（敬称略）

＊＊

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

皆様こんにちは。会員の皆様、暑いなか御出席
ありがとうございます。またビジターの皆様、ゲ
ストスピーカーの鈴木啓示様ようこそおいで下
さいました。どうぞ、ごゆっくりお過ごしいただ
きたいと思います。
先の日曜日、参議院選挙が行われました。事前
の予想どおり、自民、公明の与党が圧勝、民主は
大敗、維新、みんなはもう一つ、共産党は低投票
率をうけて倍増という結果になりました。ねじ
れが解消し、政策の決定は早くなると思います
が震災復興財源が高速道路建設に使われません
ようにと願っております。
また、22日にはイギリスではロイヤルベビー
が誕生されました。男の子だそうですが、イギリ
スでは法律を変更して、現在では男でも女でも
一番目の子が王位を継ぐことになっているよう
です。次の三世代の王が決まり、おめでたいこと
でございます。

本日は天神祭の船渡御がございます。当クラ
ブの末澤会員がこちらの行事も行っておられま
す。当クラブの会員の皆様で御参船の皆様ある
いは、御観覧される皆様はどうぞお楽しみ戴き
たいと存じます。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①次々週「クラブ協議会（ガバナー補佐訪問）」
を開催いたします。本日ご案内をさせて頂い
ておりますので関係各位は出欠のご返事を事
務局までお願いいたします。
②「2013～2014年度 上半期会費のお願い」をさ
せて頂いております。お振り込み宜しくお願
いいたします。
③№7・8テーブル情報集会の出欠のご返事がま
だの方は事務局までお願いいたします。
④本日18：00より№4.6テーブル情報集会が割烹
「悦」にて開催されます。関係各位よろしくお
願いいたします。
⑤本日例会終了後「8月度定例理事会」を開催い
たします。関係各位宜しくお願いいたします。

☆☆ にこにこ箱 ☆☆

敬称を略す

本日は卓話当番です。どうぞ宜しくお願い致し
ます。
安田 義治
在本会長に特にご高配をいただきまして
坂本 一民

☆☆ 出 席 報 告 ☆☆（
国内ビジター
国内ゲスト
外国ビジター
外国ゲスト

１名
１名
０名
０名

会員総数
会員出席
出席規定適用免除
会員欠席

68名
50名(62名)
26名
12名

中川さん、梅本さん、１ヶ月にわたりヒルトン
メーキャップ受付おつかれ様です。 川原 和彦
郡さん、先日は楽しい一夜をありがとうござい
ました。
川原 和彦
石田さん 先日は健康療法お世話になりまし
た。
川原 和彦
本日もニコニコありがとうございました。
SAA一同
平成25年7月25日

合計金

33,000円

累計金

428,000円

☆☆ 先週（7 月 25 日）の卓話 ☆☆
「 昨今の野球界 」
ＮＨＫ野球解説者 鈴木 啓示 様
安田 義治会員 紹介
①「変化」に「対処」するためには

－－ No.4・6 テーブル情報集会－－

７月２５日午後６時より総勢１５名で北新地
「割烹 悦」にて開催されました。
在本会長のご挨拶の後、橋本会員の乾杯のご
発声で宴に入りました。
美味しい日本料理とお酒を楽しみながら、に
ぎにぎしく楽しい時間を過ごしました。
至福の時間は過ぎるのが大変早く、名残惜し
くも予定時間を大幅に超過したため小寺会長エ
レクトに締めのご挨拶を頂戴した後、三々五々
天神祭で賑わう新地の街へと繰り出していかれ
ました？
新入会員のお二人も情報集会を通じて、ロー
タリーの素晴らしさを感じ取っていただけたの
ではないでしょうか。
（ＴＭ 中野 格）

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
マッシュルーム・クリームスープ、
タイムの香り
ハーブ・ローストチキンとスパイス・キャ
ロット、新玉ねぎとポテトのコンフィ
マーブルチーズケーキと柑橘フルーツ
コーヒー

つど

元京都Ｒ Ｃ
作詞 前 田 和 一 郎
元東京Ｒ Ｃ
作曲 萩 原 英 一

奉仕の理想

みくに

奉仕の理想に集いし友よ

くおん

御国 に 捧 げ ん 我 等 の

なりわい

生業

望むは世界の久遠の平和

めぐる歯車いや輝きて

とわ

永久に栄えよ

② 阪神は優勝へ何が必要か

7月25日の出席率
80.65％
４週間前（7月4日）の
メークアップを含む出席率 85.48％
メークアップ実施会員
4名（欠席者13名)

我等のロータリー
ロータリー

プロ野球は２０１１
年シーズンから全球
団がミズノ社製の
｢統一球｣を使用して
いる。６月中旬、今季
開幕からボールが飛
びやすく変更されて
いたことが明るみに出た。選手会は事前の報告
がなかった点を問題とし、以前からリーダー
シップ不足が指摘されていた加藤良三コミッ
ショナーの退任を要求するに至った。ボールが
変わるという｢変化｣が広げた波紋は大きかった。
統一球導入以前のプロ野球は、球団ごとに
ボールを自由に選ぶことができた。私がプレー
した近鉄は、西本幸雄監督の考えのもと、１９７
９年から飛距離の出る「ラビットボール」を使
用。翌８０年に当時の新記録となるチーム２３
９本塁打（２００４年の巨人が２５９本で更新）
をマークするなど打線が爆発力を見せた一方
で、投手には厳しい環境となった。
状況の変化を言い訳にすることはたやすい
が、それでも、その世界に生きていかなければい
けない。生きんがために、自分が変わっていかな
いといけない。｢変化｣に｢対処｣したことは、私の
選手寿命を延ばしてくれた。

）内は会員総数を基準とした値

