
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんにちは。先週⽉曜⽇（１４
⽇）は親睦旅⾏＆企業⾒学に参
加いただきました皆様、お疲れ
様でした。とても楽しい１⽇で
した。親睦活動委員さん、職業

奉仕委員さん有難う御座いました。それに野村会員
からもお菓⼦の差し⼊れ有難う御座いました。本⽇
は遅くなりましたが、組織図の変更をお知らせしま
す。ボックスに新組織図をお⼊れいたしました。藤
⽥会員が親睦活動委員会に所属しましたので、皆さ
ん宜しくお願い致します。それでは今⽇は単純なこ
とですが、「プラスはマイナスから書きはじめる」
ということについてお話をします。プラスという記
号は殆どの⼈はマイナスから書きはじめると思いま
す。でもこの順序を深く考えてみると実はいろんな
ことに当てはまります。例えば仕事であれば仕⼊れ
や労働⼒とういうマイナスを経て、売上や利益など
のプラスを⽣み出します。⾃⼰啓発なども時間やお
⾦を消費して、知識やスキルを得たり、目標を達成
したりします。⾝近なものであれば宝くじなどもそ
うです。このように考えてみれば⼈⽣の中ではマイ
ナスから出発することが非常に多いと思います。過
去を振り返ることも⼤切ですが、それ以上に未来の
プラスに対してもっと積極的になることが、より⼤
切なことです。出来れば、今現在我々が抱えている
マイナスの全てを未来に繋げられるように努めてい
きたいものです。 
 

 
14 ⽇の親睦旅⾏、皆様お疲れ様
でした。アバロームの野村さん
よりクッキーの差し⼊れを頂戴
しました。有難うございます。
次に、「ハイライト⽶⼭ 10 ⽉

号」、「和歌⼭南ＲＣよりコンサート」の案内を回覧
します。そして、前回の例会時にご協⼒いただいた
ワンワン基⾦ですが 11,878 円集りました。有難う
ございます。ボックスに 11 ⽉ 18 ⽇（⽉）の⾙塚

 

言行はこれに照らしてから 

Ⅰ.真実かどうか   Ⅲ.好意と友情を深めるか 

Ⅱ.みんなに公平か  Ⅳ.みんなのためになるかどうか 

２０１3-１4 年度 
国際ロータリーのテーマ 

 
 

ＲＩ会⻑ ロン Ｄ.バートン 

≪ 次回の例会  11 ⽉ 11 ⽇（⽉）≫ 
▼第 681 回例会    
 ☆誕⽣会 
 ☆外部卓話    
  「トップに求められる⼈への働きかけと能⼒」 
           ㈱ニューロード 代表 北川祐⼦ 様 
 

≪ 前回の例会記録 10 ⽉ 21 ⽇（⽉）≫ 
▼第 679 回例会 

○ロータリーソング     それでこそロータリー 
○ゲ ス ト 紹 介    

 ○ビジター紹介    
 ○出 席 報 告    会員数 34 名（内出席免除２名） 

本⽇の出席       10 ⽉ 21 ⽇ 24/34 名 70.59％ 
前々回修正出席   9 ⽉ 30 ⽇ 29/34 名 85.29％ 

   メーキャップ    1 名 
 

≪ 本⽇の例会  10 ⽉ 28 ⽇（⽉）≫ 
▼第 680 回例会    
 ☆職業奉仕フォーラム     職業奉仕委員会 

会  ⻑／安宅 浩⼀   会報委員／北野 敏夫 
副会⻑／⽥原サヨ⼦         北畑 ⽶嗣 
幹  事／岡本 嘉之        掛下 吉三 

 

VOL.16 No.13  TOTAL 662 2013 年 10 ⽉ 28 ⽇ 第 680 回例会 
[例会⽇] 毎週 ⽉曜⽇ 12：30〜13：30 
[例会場] 和歌⼭市湊通り丁北 2-1-2 ホテルアバローム紀の国 
[事務局] 和歌⼭市雑賀屋町 52 南⽅ビル２階 （〒640-8249） 
     TEL 073-435-3470 / FAX 073-435 -3472 
          E-mail：wa-az-rc@naxnet.or.jp 



コスモスＲＣとの夜間合同例会の案内と、ニコニコ
箱についての⽂書を⼊れています。お目通し下さい。 
 

 
◎出席プログラム委員会     當仲 清孝会員 

11 ⽉のプログラム予定表を配布
しています。 
第 1 週目は祝⽇の為休会です。 
第 2 週目 11 ⽇は、お誕⽣会と
㈱ニューロード北川様による外

部卓話です。第 3 週目 18 ⽇は⾙塚コスモスＲＣと
の夜間合同例会です。18：30 からです。 
第 4 週目 25 ⽇は㈱ふみこ農園、成⼾様の外部卓話
です。 
◎親睦活動委員会        松本  博会員 

10 ⽉ 14 ⽇（⽉）の京都南座へ
の親睦旅⾏へご参加頂いた皆様
お疲れ様でした。京都らしい⽂
化と芸術に触れた⼀⽇だったと
思います。有難うございました。 

◎職業奉仕委員会        ⼩形みちる会員 
こんにちは。１４⽇の親睦活動
委員会との親睦旅⾏並びに企業
⾒学に２４名の会員の皆様に出
席して頂きありがとうございま
した。皆様のご協⼒のお陰で無

事楽しい旅⾏となりました。企業⾒学の紫織庵では、
歴史のある建物、お着物を拝⾒と、⾼価なお買い物
もして頂き、店主も⼤変喜んでいらっしゃいました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◎⻘少年育成委員会       吉岡 惠美会員 

旭学園の⼦供たちを招待して⼀
緒に「遊んで！⾷べて！勝負し
て！」をテーマの事業ですが、
場所が決定しました。紀美野町
の「のかみふれあい公園」です。

過⽇、中尾理事と下⾒に⾏ってきましたが、⼤変広
くてきれいに整備された公園です。午前中はドッヂ

ボール⼤会、お昼にバーベキュー、午後からはパー
クゴルフ⼤会をします。詳細はまたご報告いたしま
すが、皆様ご協⼒よろしくお願いいたします。 
◎雑誌・広報・ＩＴ委員会    ⽥原サヨ⼦会員 
「ロータリーの友 10 ⽉号読みどころ紹介」 

是非皆さんに読んで頂きたい記事 
「私が考える職業奉仕」 
 読んで⾯⽩い記事 
「絶えたるを継ぎ廃れたるを興
す」 / 「ロータリーの友」がとり

もつ「ご縁」  
地区から発信された情報 
「有⽥川クリーン作戦」有⽥ロータリークラブ 
「初の出張マジックショー 盛況」堺ローターアクト
クラブ  
ロータリーの友からのお知らせ 
 
◎アウトドア同好会       ⼭⽥  茂会員 

今年度アウトドア同好会の⾏事
は、天川村「もみじまつり」と
「みたらい渓⾕散策」を企画い
たしました。⽇にちは、現地の
もみじまつりに合わせて 11 ⽉

10 ⽇(⽇)に決定しました。参加者には後⽇、当⽇
のタイムスケジュールや散策コースについての詳細
を説明させて頂きます。付近には遊歩道が整備され
ており、誰でも気軽に散策を楽しむことが出来ます
ので、皆さん是非ご参加下さい。 
 

 
◎「別れられないタイガース 

＆あいさつからはじめよう」松本 良⼆会員 
阪神タイガースの応援歌は、「阪
神タイガースの歌」副題が「六
甲おろし」です。１９３６年に
作られています。当時は⼤阪タ
イガースでした。「巨⼈の歌」副

題「闘魂こめて」は、１９６３年に作られました。
３０年も先に阪神の⽅が早かったんだぜぇ。共に作
曲者は古関 裕⽽さんです。私達がよく歌うロータ
リーソングの「奉仕の理想」は、１９３５年に作ら
れ作詞、作曲は、東京Ｒ．Ｃの⽅々です。御国に捧
げんなんて軍歌調でしょう。「我等の⽣業」もこの
年 に 作 ら れ て い ま す 。 六 甲 お ろ し に 颯 爽
と・・・・・ですが、六甲おろしは１２⽉〜２⽉に
六甲⼭から吹き下ろす北風で野球シーズンには吹き
ません。嘘ばっかり歌にしてお許し下さい。甲⼦園
球場の由来は、⼤正１３年（１９２３年）８⽉１⽇



に完成、この年は奇しくも⼗⼲と⼗⼆⽀が６０年ぶ
りに出会う年、⼗⼲の最初の「甲（きのえ）」⼗⼆
⽀の「⼦（ね）」です。この縁起を担いで「甲⼦
園」と名付けたそうです。甲⼦園球場には、名物と
なった⼤鉄傘（当時）がありましたが戦時中に鉄が
軍に供出され兵器に変わりました。戦後すぐに銀傘
が作られました。４年前⼤改修され銀傘も⽣まれ変
わってロイヤルスウィートなるＶＩＰルーム、１年
間１室賃料 1,000 万円が 34 室できました。１度は
⾏ってみたい天守閣です。収容⼈員も５４，０００
⼈から４７，８０８に減った分だけ席にちょっとゆ
とりがあります。⾼校球児が持って帰る内野の⼟は、
中国福建省の⽩砂と⿅児島、岡⼭、⿃取、⼤分の⿊
⼟をブレンドしたものです。今年は何とか１４４試
合を戦い 6 つの貯⾦をこしらえ２位でしたが、Ｃ
Ｓシリーズで広島に２連敗。広島は勝率５割もない
チーム、ＣＳシリーズに出る資格はない、そこに負
けるんやから情けない。広島対巨⼈ではやられた広
島を応援した。勝つことが出来ない阪神ファンは、
トラは負けても巨⼈が負ければ「⼼は平穏」これが
情緒不安定の⻁気質。いつまで経っても１９８５年
の⽇本⼀が忘れられない。カラオケで「六甲おろ
し」を熱唱してバック映像は、バース、掛布、岡⽥
の巨⼈槇原からのバックスクリーン３連発に溜飲を
下げストレス解消、あぁ情けないもんだ、情けない
ついでにもう⼀つ３連発は嘘、掛布の⼀発は実はバ
ックスクリーンの左（レフトより）に逸れていたの
です。関⻄のメディアが仕⽴て上げてしまったので
す、今は語り草になりました。「カーネルサンダー
の呪い」なるものがありまして、１９８５年⽇本⼀
の時、歓喜した⻁吉がケンタッキーのカーネル像を
道頓堀川に投げ捨てたのです。以来１８年間優勝か
ら⾒放され、暗⿊の時代が続く。やっと出た⽇本シ
リーズでは（２００３年）では４連敗、２００８年
１３ゲーム差を巨⼈にひっくり返されるなど呪いは
まだ解けていません。⼀刻も早く供養しなくては。 
  巨⼈ファンとの違いは、巨⼈は３連敗したら⼤
騒ぎ、その点阪神ファンは相⼿が勝ったり、こっち
が負けたりの暗⿊の時代ばかりなので３連敗５連敗
では、動じない本当の連敗は⼆桁から、そもそも
「懐の深さが違う。」１９７３年阪神、巨⼈が⾸位
争い、巨⼈は王、⻑嶋中⼼に８連覇中場所は甲⼦園、
勝った⽅が優勝、阪神は引き分けでも優勝、ボルテ
ージは最⾼潮、⻁ファン全員頭に⾎がのぼったまん
ま劇的な舞台、超満員の中戦いの⽕蓋が切って落と
された・・・・・が、なっなんと空気を読めない巨
⼈が５回迄に８点も取ってしまった。⻁は０点。や
ってしまった、⻁は戦意喪失、だがファンは､我が

聖地甲⼦園で胴上げはさせない、ふがいない選⼿に
変わって燃えてきた、結局 ０対９ 完封負け 巨
⼈９連覇達成と同時に何万者⻁ファンがグランドに
乱⼊、⾒事胴上げ阻⽌「バンザイ」 どんなもんじ
ゃい！！「⼩林 繁と江川 卓の電撃トレード」・
「空⽩の１⽇」事件がありました。江川は何が何で
も巨⼈に⼊団したかった訳でなく、慶應⼤学に⼊り
それから在京球団に⾏きたかったのです。慶應⼤学
不合格だったので、法政⼤学に進学しました。４年
後ドラフトでクラウンライターライオンズに指名さ
れたが拒否、アメリカへ野球留学、⾝分は学⽣（こ
れがミソ）１年後のドラフト会議、ドラフトの前⽇
に交渉権が消滅するのを利⽤して、ドラフト外とし
て巨⼈と契約これが「空⽩の１⽇」です。こんな事
がまかり通ることがない、契約無効の裁定。巨⼈は
すねてドラフトをボイコットした。阪神が江川との
交渉権を獲得、江川は⼀度阪神に⼊団、⼩林は⾦銭
トレードで阪神へ、江川は単に巨⼈へ移籍という、
ルールも何もかも無視した。巨⼈、阪神、コミッシ
ョナーのハチャメチャの物語でした。巨⼈と阪神の
両チームの監督になったひとが⼀⼈だけいます。藤
本定義さんです。去年亡くなった藤本儀⼀さんと違
います。阪神の永久⽋番「１０」藤村 富美男 物
⼲竿の藤村と⾔われていました。そしてザトペック
投法 村⼭ 実 「11」。⽜若丸と⾔われた吉⽥ 
義男「23」この背番号が永久⽋番です。選⼿をは
じめ、野球に携わった⼈の名誉ある団体として「野
球の殿堂」と「⽇本プロ野球名球会」があります。
野球殿堂⼊りした阪神Ｏ.Ｂは若林忠志、藤本定義、
藤村富美男、吉⽥義男、村⼭実、⼩⼭正明の６名で
す。「⽇本プロ野球名球会」の⼊会資格は、投⼿２
００勝以上２５０セーブ以上、打者は２０００本安
打以上、阪神では、投⼿部分で⼩⼭正明、村⼭実、
江夏豊、打者では藤⽥平（市和商出⾝）、⾦本知憲
です。 
男 川藤「春団治」、川藤幸三はレギュラーにもな
れず代打⼈⽣、通算出場試合が１年分の１４４試合
もないのに、コーチも含め２３年間阪神になぜいら
れたのか、それは川藤のキャラクターだったのです。
くびを宣告されても「わしゃ⾦は要らんし、宵越し
の銭は持たんのじゃ」籍だけ阪神に置いてくれと毎
年⼟下座の繰り返し、球場でよう儲けなくてもちゃ
っかり営業で稼いでました。現在も同じです。今年
４４歳で引退した、桧⼭進次郎 タイガース⼀筋２
２年、「こら 嘘つくな」２００２年⾦本が移籍し
てきた年にＦＡ宣⾔してよそへ移ろうとしたやない
か。他球団からオファーがなかったので仕⽅なし残
留今年まで２２年間、まぁ お疲れさんでした。 



「桧⼭」君のつけていた背番号「24」の先輩に
「仏の吾朗」と⾔われ４番も打っていた、遠⼭吾朗
さんがいるんだよ、⼈柄の良さはピカイチ、乱闘に
参加しなかったのはこの⼈だけ、静かに乱闘を⾒て
いたという、64 歳であの世へ⾏きました。江夏豊
は、オールスター戦で９連続奪三振、しかも味⽅打
線も沈黙、⾃ら場外ホームランを打った、この試合
は、オールスターでは初めてのノーヒット・ノーラ
ンで投⼿５⼈で達成した。阪神物語は以上です。増
強委員⻑として皆さんにお願いします。我がクラブ
に⼊っていただける⽅を推薦して下さい。近年アゼ
リアＲ．Ｃは⼊会者と退会者がところてん式になっ
てしまって、会員が増えません。退会者を無くす努
⼒をしましょう。例会場ではまず挨拶から始めまし
ょう。コミュニケーションの始まりは挨拶からです。
例会で明るく挨拶を交し合えば気持ち良くなります。
退会防⽌に繋がります。挨拶は理屈抜きであり、挨
拶されて怒る⼈はいません。 特に新会員さんには、
暖かく迎えるためにも声をかけていきましょう。 
  

 
＊ニコニコ箱 
安宅 浩⼀会員 
10 ⽉ 14 ⽇の親睦旅⾏＆企業⾒学では親睦委員会、
職業奉仕委員会さん有難うございました。楽しい⼀
⽇を過ごさせて頂きました。そして本⽇の松本さん
の卓話、宜しくお願いします。 
岡本 嘉之会員 
先⽇の親睦旅⾏では皆様お疲れ様でした。お⼿配頂
きました⽅々、有難うございます。本⽇の松本さん
の卓話楽しみにしています。宜しくお願いします。 
北畑 ⽶嗣会員 
先⽇、⽗の葬儀にお参り頂き、有難うございました。 
内藤 和起会員 
連休に⻑⼥と出雲に⾏きました。昨⽇次⼥の誕⽣⽇
で、家族で⾷事に⾏きました。⼤きな喜びは無いに
しろ、そこそこの平穏無事に感謝です。 
⽥原サヨ⼦会員 
10/5〜10/11、インドへの研修旅⾏、10/14〜
10/17 北海道への修学旅⾏。⼤変忙しい 2 週間で
したが無事⾏って参りました。 
⼩形みちる会員 
先週は親睦旅⾏と企業⾒学有難うございました。楽
しい⼀時でした。  
⽩神 修次会員 
先⽇の京都への親睦旅⾏に参加できなくてすみませ
んでした。毎年 10 ⽉の連休は家族旅⾏にしていま
して、今年は北海道へ⾏って来ました。次回は必ず

出席・参加します。 
⼭⽥  茂会員 
京都へ⾏けなくてすみませんでした。私は年に⼀度
の紅葉シーズンでしたので信州⼋ヶ岳へ⾏って来ま
した。 
坂部美智⼦会員 
先⽇の京都南座での観劇とても素晴らしかったです。
また、ご⼀緒させて頂いた⽶⽥さんもアゼリアの皆
様によろしくお伝え下さいとの事でした。有難うご
ざいました。 
本⽇合計額 25,000 円   今年度累計額  372,908 円     
 
＊ロータリー財団寄付 
安宅 浩⼀会員 内藤 和起会員 ⽩神 修次会員 
⽥原サヨ⼦会員 
本⽇合計額   4,000 円   今年度累計額   73,000 円     
 
＊⽶⼭奨学会寄付  
安宅 浩⼀会員 ⽩神 修次会員 ⽥原サヨ⼦会員 
本⽇合計額  4,000 円   今年度累計額   67,000 円    

   

   

●●●   市市市内内内ロロローーータタタリリリーーークククラララブブブ   例例例会会会情情情報報報                                                
ク ラ ブ 名 ⽇  時 内    容 

和 歌 ⼭ 北 10 ⽉ 28 ⽇(⽉) 

◇臨時総会「次々年度会⻑・次年度副会
⻑・次年度幹事・次年度理事選出⽅法」
◇クラブフォーラム「⽶⼭⽉間にちなん
で」 ⽶⼭記念奨学委員会 

和 歌 ⼭ 10 ⽉ 29 ⽇(⽕) 
外部卓話 「象とヤシノミ洗剤」サラヤ
㈱代表取締役社⻑ 更家 悠介 さん 

和歌⼭東南 
10 ⽉ 30 ⽇(⽔) 
例会開始 12:30 

外部卓話 和歌⼭トライアンズ㈱ 
代表取締役社⻑ 古川 靖章様 

和 歌 ⼭ ⻄ 10 ⽉ 30 ⽇(⽔) →27 ⽇（⽇）に例会⽇を変更 

和 歌 ⼭ 東 10 ⽉ 31 ⽇(⽊) 
卓話「労務管理について」千⽥社労⼠・
⾏政書⼠事務所 所⻑ 千⽥ 佳昭さん 

和歌⼭城南 10 ⽉ 31 ⽇(⽊) 休会 

和 歌 ⼭ 南 11 ⽉  1 ⽇(⾦) 
インタビューとミニライブ♪シンガーソ
ングライター 貴志 知美 様 

和 歌 ⼭ 中 11 ⽉  1 ⽇(⾦) 
次年度理事・役員候補者発表 
第２回クラブ協議会 

 
◎サイン受付 
和 歌 ⼭ ⻄ＲＣ：10 ⽉ 30 ⽇（⽔）12:00〜12:30 
        ラヴィーナ和歌⼭  
和歌⼭城南ＲＣ：11 ⽉ 14 ⽇（⽔）18:00〜18:30  

11 ⽉ 28 ⽇（⽊）18:00〜18:30  
ホテルアバローム紀の国 

和 歌 ⼭ 南ＲＣ：11 ⽉ 15 ⽇（⽊）12:00〜12:30 
        ダイワロイネットホテル 
和 歌 ⼭ 北ＲＣ：11 ⽉ 25 ⽇（⽉）12:00〜12:30 
        ルミエール華⽉殿 


