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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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☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会 （2290回）
２）ソング
背くらべ
３）卓 話
「シンガーソングライターの夢」
ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾀｰ 吉川 MANA 様
山村 朋史会員紹介
４）5月度定例理事会

＊＊

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

４月上旬、２週間のうち晴れた日は三日間だけ
でした。
今年の桜は、
どことなく寂しそうでした。
昨晩は、天満橋ＲＡＣの例会に泉 博明ガバ
ナーが非公式訪問をされました。２６６０地区１
９のローターアクトクラブを訪問されているそ
うで、当クラブも会長、副会長、幹事、大矢青少
年委員会委員長、勝見ローターアクト委員長、箕
村・仲西・御木各ローターアクト委員が出席し、
泉ガバナーをお迎えしました。泉ガバナーからは
「一瞬の出会いがあなたの人生を変える」という
話を若いＲＡＣメンバーに熱っぽく語っておら
れました。
再来週２６日（日）には、大阪天満橋ＲＡＣ３５
周年記念式典が開催されます。当クラブも提唱ク
ラブとして大勢の会員のご出席をお願いします。
又、今週土曜日（１８日）は、春の家族会で舞鶴
方面に出かけます。公私ご多端と思いますが、会
員家族間の友情を深める何よりの機会です。是非
大勢ご参加下さいますようお願い申し上げます。
お願いごとばかりで恐縮ですが、次週例会４月
２３日は、出席率１００％達成の日にしようと目
標を掲げております。度々、私からも例会出席率
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次々週（５月７日）のお知らせ

１）例

会 （2291回）

２）国旗およびロータリー旗に礼
３）ソング

君が代・奉仕の理想

４）卓

新入会員自己紹介

話

髙橋

俊起

会員

森本

成俊

会員

のお話をさせて頂きました。当クラブはＩＭ６
組、クラブの中でも出席率ワースト３に位置する
不名誉な状況を改善することができません。永田
会員強化委員長より毎回例会で欠席会員への
メークアップ呼びかけをして頂いていますが、率
が上がりません。〈四つのテスト〉好意と友情を
深めるか、みんなのためになるかどうか。実践を
お願いします。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①次週4月23日（木）の例会は「めざそう！出席
率100パーセント例会」です。会員各位のご協
力をお願いいたします。当日例会をお休みに
なられる会員におかれましては必ずメーク
アップして頂きます様にお願いいたします。
なお、4月26日（日）はＲＡＣの創立35周年記念
式典ですので記念式典でのメークアップも宜
しくお願いいたします。記念式典に参加頂け
ます方で登録が未だの方は明日4月17日（金）
が締め切りですので早急に事務局までご連絡
をお願いいたします。
②次年度理事・役員・委員長に「2015-16年度活動
計画書提出」のお願いをさせて頂いておりま
す。5月1日（金）までに必ずご提出お願いいた
します。

☆☆ 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

０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

62名
44名(55名)
25名
11名

③2014-15年度「少年少女ニコニコキャンプ」のご
案内が届いておりますので本日お配りしてお
ります。参加ご希望の方は事務局までお申し
出ください。
④4月18日（土）開催の春の家族会ご参加の方は
7：45に集合お願いいたします。集合場所の地
図を再度お配りしております。なお、集合場所
辺りは路上駐車が多く、その日の状況でバス
の停車位置が多少前後する事がありますので
宜しくお願いいたします。
⑤№1・2テーブル情報集会・№4・5・6・7テーブ
ル情報集会の出欠のご返事を事務局までお願
いいたします。
⑥新入会員歓迎会の出欠のご返事を事務局まで
お願いいたします。
⑦次週例会終了後5月度定例理事会が開催され
ます。本日ご案内をお配りしていますので関
係各位よろしくお願いいたします。
⑧次々週4月30日は定款により休会とさせて頂き
ます。なお、事務局もお休みにさせて頂きます。

☆☆ に こ にこ箱 ☆☆

敬称を略す

本日卓話よろしくお願いします。ゴルフ好きの
人は眠らずに

山田雅則

山手様、本日の卓話大変楽しみにしておりま
す。宜しくお願いいたします。

中野 格

結婚記念日自祝（５４回目です）

井戸幹雄

結婚記念日自祝

大矢平治

結婚記念日自祝

中島清治

２５ヵ年在籍自祝

岸本良一

１９ヵ年在籍表彰自祝

髙田 肇

在籍１ヶ年自祝

平尾彰彦

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
トウモロコシのポタージュ
海老フライ、サラダとタルタルソース、レモ
ン添え
本日のアイスクリームと旬のフルーツ盛り合
わせ コーヒー

作詞 海野 厚
作曲 中山晋平

永田秀次
合計金
50,000円
累計金 1,871,340円

「片腕のＶサイン 挑戦こそわが人生」
プロゴルファー 山手 勝 様
山田 雅則会員紹介
昭和20年3月17日の「神戸大空襲」で被弾、左腕
を失い、両親の離婚、浮浪児生活などの苦難の少
年時代を経て、16歳の時に米軍基地（福岡）のゴ
ルフ場のキャディとして就職。
賭けゴルフで腕を磨き、ハーフを40台で回れ
るまで上達しましたが、基地の閉鎖で失業。昭和
42年妻の英美子と駆け落ちして姫路へ。
ボイラー
マン、牛乳店店主、ボーリング場副支配人などの
職を転々とした末に、昭和48年、ゴルフ練習場の
指導員として10年ぶりにクラブを握りました。
同年、プロゴルファーを目指し「推薦プロ」テ
ストへの挑戦をスタート。6年後の昭和53年“61
回目の挑戦“が実り、日本で唯一人の「隻腕のプ
ロゴルファー」としてデビューすることができ
ました。ゴルフ教室や妻の経営するゴルフ
ショップで生計を立てながら、プロの月例コン
ペで技術の研鑚に励んでおります。
プロシニア・トーナメントへの出場権を得た
のが平成4年、50歳の春からがプロゴㇽファーと
しての真の闘です。予選通過を第一目標に、生涯
を賭した挑戦の日々が続いております。逆境を
はね返し、片腕のハンディキャップを克服した
強靭な精神力と、天性の明るさで、人々に生きる
勇気と希望を与えればと考えております。逆境
に耐え、ひたむきな努力で目標を成就し、肉体的
ハンディキャップを意識すらせず何事に対して
も自然体で臨んでいきたいと考えております。
以上

背くらべ

ます。
平成27年4月16日

☆☆ 先週（4 月 16 日）の卓話 ☆☆

一、はしらのきずは おととしの
五月五日の せいくらべ
ちまきたべたべ にいさんが
はかってくれた せいのたけ
きのうくらべりゃ なんのこと
やっとはおりの ひものたけ

０％出席例会皆様お声掛けよろしくお願い致し

4月16日の出席率
80.00％
4週間前（3月26日）の
メークアップを含む出席率 85.19％
メークアップ実施会員
4名（欠席者12名)

二、はしらにもたれりゃ すぐ見える
とおいお山も せいくらべ
くもの上まで かおだして
てんでにせのび していても
ゆきのぼうしを ぬいでさえ
一はやっぱり ふじの山

めざそう！出席率１００％。４月２３日１０

）内は会員総数を基準とした値

