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大阪難波ロータリークラブ週報 

今 日 の 卓 話 

１２月２２日（木） 

テーマ  

   「半期を振り返って」 

卓話者  林 博之会長 

     松田禎胤幹事 

ロータリー４つのテスト 次 回 の 卓 話 

 

１月１２日（木） 

新年互礼会 

 
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 

 大阪難波ロータリークラブ      例会日時 毎週木曜日 １２：３０ 

 創立 １９７６年８月５日      例会場  スイスホテル南海大阪7階 芙蓉の間 

 会長：林 博之  幹事：松田禎胤  会報・雑誌委員長：川井宗次  事務局：安部亜希子 

 事務局 〒542-0076 大阪市中央区難波5-1-60 スイスホテル南海大阪５階 
 TEL 06-6632-3956  FAX 06-6632-3957  e-mail osaka-namba@poem.ocn.ne.jp 

（国際ロータリー会長 ジェニファー E. ジョーンズ  ） 

 ２０２２-２０２３年度 国際ロータリーのテーマ 

「IMAGINE ROTARY（イマジン・ロータリー） 」 

（第2660地区ガバナー 宮里唯子 ） 

 ２０２２．１２．２２  №２１６７ 

ニ コ ニ コ 箱 報 告 

前 回 の 合 計     ￥１３３，０００ 

本日までの累計  ￥２，１３８，０００(106％達成) 

12月末の予算額  ￥２，０００，０００ 

出 席 報 告 

前回 １２月１５日 ３週前 １１月２４日 

会 員 総 数 ６ ５ 名 

出席免除を除く      

ＭＵを含む  

修正出席率 7 7 . 0 4％ 

出 席 会 員 数 
４ ３ 名 

出 席 率 ７ １ ％ 

第２３回例会  本日のプログラム 

開 会 （点鐘） 通算第２１６７回例会 

・ロータリーソング 「四つのテスト」 

・ソングリーダー  岡本真一郎会員 

・来客紹介     友好委員 

 

会 食 

・歌とピアノ    木下裕子 

・会長報告     林 博之会長 

・幹事報告     松田禎胤幹事 

・委員会報告    各委員長 

・出席報告     出席委員 

・ニコニコ箱報告  ＳＡＡ 

・卓話  

 

閉 会 （点鐘） 

 

これからの予定 

12月29日（木）休会              1月 5日（木）休会 

 1月12日（木）新年例会・定例理事会       

 1月19日（木）例会・大阪難波RC フレッシュロータリアンの会 

 1月26日（木）例会 

 ♪ 四 つ の テ ス ト 

  真実かどうか 

  みんなに公平か 

  好意と友情を深めるか 

  みんなのためになるかどうか 

１２月 入会記念日 おめでとうございます 
 

   12月 6日 井上満昭会員 平成19年    12月7日 石川益三会員 平成18年 

   12月16日  田啓介会員 令和 3年 

★卓話  テーマ   「人間力」 
        阪神タイガース ヘッドコーチ 
     卓話者   平田勝男様 
     卓話担当者 森 圭司会員 
（森会員） 
皆さんが鮮明に残ってらっしゃるのは1985年の41年
ぶりのセリーグ制覇、そして、そのまま日本一、
1994年に現役引退されて、1997年に1軍内野守備コー
チとして阪神に復帰され、2002年先輩である星野仙
一監督就任を機に監督専属広報及び専属運転手に就
任され、今回2019年2軍監督、2期連続でファーム優
勝をし、今回岡田監督の元、ヘッドコーチに就任さ
れました。 
（平田様） 
関西に来て40年になります。その間ユニフォームを
脱いだのが、現役終わって2年、星野監督が楽天に
行かれて2年、4年になります。その間僕は36年間、
タイガース一筋、ずっとユニフォーム着たり、星野
監督の広報になったりし、お世話になっておりま
す。運が良く星野監督に出会い、野村監督に勉強さ
せてもらって今回監督候補になっても岡田監督が
ヘッドで頼む、俺も久しぶりだし選手の事分からん
から平田頼むぞ、と言われた時には「やはり来た
か」と思いました。岡田監督なら僕をヘッドに呼ぶ
だろなと、やはり予想通り、3回目のヘッドコーチ
です。1回目が岡田監督、2回目が和田監督、3回目
がまた岡田監督に呼んで頂いたという事で非常に光
栄に思っています。2軍の監督も3回やらせて頂きま
した。2軍監督を3回、ヘッドコーチを3回やった人
はまずいません。僕の野球人生、これが最後になる
と思います。2軍監督では、2年連続優勝です。コロ
ナで野手が10人しかいない時がありました。その内
キャッチャーが4人です。キャッチャーがサードや
レフトをし、ゲームをやると、各チーム条件は一緒
なので言い訳してもしょうがなかったです。僕は選
手達に人間万事塞翁が馬と言いますか、災い転じて
福となすという事で、違うポジションから違う景色
で野球を見るということは、また違う意味で勉強に
なり、また野球感が変わるのでチャンスと思ってく
れと選手達に話しました。各選手最後まで諦めずに
やってくれました。 
ファームの場合は若い選手中心で使えますので、育
成という部分が主になりますが、勝負事、育成だか
らといって、負けていたら力はつきません。プレッ
シャーを与えて緊張感持ったゲームをやらないと絶

対選手は力がつかないと、選手には怒鳴りません
が、コーチには怒鳴りまくりました。コーチの方に
は大変ご苦労かけました。他の球団に行っても、タ
イガースで育ったコーチは優秀だと言われるような
コーチになって欲しいという事も含めて、この4年
間ファームの監督をさせて頂き、非常に勉強にな
り、この2連覇したということは選手達とコーチの
おかげだと感じています。 
星野監督はご紹介にもありましたように明治大学の
大先輩で、当初野村監督が3年、最下位で4年目もす
る予定でしたが、急に野村監督の続投は無理だと
なって、星野監督がいらっしゃいました。その時岡
田監督が2軍監督で、僕はファームの総合コーチと
いう形で契約が終わっていました。ファームでどう
いう指揮をされるのか1年間はじっくり星野野球を
見させてもらおうと思っていたところ、星野監督が
平田を監督広報でつかせろと言ってきたと、社長か
ら電話がかかってきました。断ろうと星野監督に翌
日、電話をするとタイガースでのニックネームで頼
むぞと言われた時には直立不動で了解致しました！
と言いました。 
星野監督が楽天に行かれる時に、僕は星野監督につ
いて楽天に行くでしょと言われて、星野監督に電話
しました。星野監督には、楽天には呼ばんぞ、お前
が楽天に来たらタイガースには帰れなくなる、お前
が奥さんと決断しろ、と言われました。球団にはお
世話になったと終わる時には綺麗に終わらないと、
ということを星野監督に教えてもらいました。 
岡田監督にまたヘッドコーチとして呼んで頂いたと
いうことは、僕はドラフトも2位でNo.2が僕に向い
ているのかなと、これが最後の仕事でNo.2でやっ
て、岡田監督を盛り立ててタイガースの優勝、いつ
まで経っても85年日本一と言われます。勝たないと
いけません。勝負事は勝たないと。岡田さんはその
点勝つことに対して非常に厳しいです。試合が終
わった後、監督は興奮されているので、その時に冷
静にNo.2のほうが助言をしたりフォローをするそう
いう役目が僕の仕事かなと。岡田監督は何年やられ
るか分かりませんが、その間
しっかりと支えたいです。 
来年のタイガースは、ヘッド
コーチの私に注目して下さ
い。 
 



★来客紹介：長田友好委員  

  ゲストスピーカー 平田勝男様 
  大阪城南ＲＣ   勝島寿男様 
  大阪心斎橋ＲＣ  三宅 登様 
  大阪心斎橋ＲＣ  橋本丈次様 

 
 
 
 

★会長報告：林会長 
1.12月8日（木）3年ぶりのクリスマス家族会、
ご家族、RACメンバーを含めまして115名のご
参加を頂戴致しました。和太鼓も3年ぶりと
いう事で、新メンバーを含め、時間のない
中、練習に励み、本番は何とか上手く叩けた
と思います。アトラクションにはモノマネ芸
人ホリさんをお招きし、世代を超えたものま
ねで楽しませて頂きました。 

 恒例の抽選会では、松田幹事に抽選をお願い
し、川浦会員、河内会員がトナカイの着ぐる
みで、盛り上げて頂きありがとうございまし
た。会長賞のハワイ旅行は大阪南RCの栗原幹
事に当たりました。中川友好委員長を始め、
友好委員の皆様、大変お世話になりました。
ありがとうございました。 

 12月10日（土）にはロータリー財団地区補助
金を活用した社会奉仕活動を行いました。大
阪市東住吉区にある「社会福祉法人 聖家族
の家」様に園庭遊具（プレイハウスと折り畳
み式テーブル、サッカーボール10球）を寄贈
致しました。午後からはセレッソ大阪様、大
阪市社会福祉協議会様にご協力を頂き、ヨド
コウ桜スタジアムにて、大阪市内の子ども食
堂へ通う子供達や、近隣のお子様を招いて、
セレッソ大阪の選手、コーチ陣によるサッ
カースクールを開催致しました。保護者等を
含めて約100名もの方々と、芝生のサッカー
場で汗を流しました。子供達の楽しそうな笑
顔が素敵でした。セレッソ大阪様、大阪市社
会福祉協議会様、お越し頂いた大阪難波RC、
大阪難波RACの皆様、大変お世話になりまし
た。ありがとうございました。 

 
★幹事報告：松田幹事 
1.１月１２日例会終了後、定例理事会を開催さ
せていただきますので、理事役員の方はご出
席下さい。 

2.１２月１６日（金）１７日（土）は地区大会
です。名札をお持ちになりご出席ください。   

3.２月２５日(土)開催させていただきますIM第
４組ロータリーデーのご案内とチラシを入れ
させていただいております。本年度は当クラ
ブがホストクラブとなりました。皆様のご出
席よろしくお願い致します。 

4.髙島屋様より「現代書道展二十人展」のご招
待券をいただいております。必要な方はお持
ち帰りください。 

5.ロータリーレート変更のお知らせです。 
 １２月のロータリーレートは、 
 １ドル＝１３８円となっております。 
6.１２月３日、四天王寺悲田院虫歯予防デー演
芸大会先覚功労者追善供養法要と安全健康祈
願法要が行われ、当クラブに感謝状をいただ
いております。 

7.本日メールボックスに新入会員歓迎会とクリ
スマス家族会のスナップ写真を入れさせてい
ただいております。米澤会員がご準備くださ
いました。いつもありがとうございます。 

 
★委員会報告 
◇クラブ研修委員会：福田委員長 
 2023年1月19日(木)に大阪難波ロータリーク
ラブのフレッシュロータリアン研修懇親会を
行います。入会三年未満の会員の方は是非ご
参加ください。 

 
◇友好委員会：中川博之委員長 
 クリスマス家族会へ会員の皆様、ご家族の皆
様、沢山のご参加誠にありがとうございまし
た。また、友好委員会の皆様、事務局の安部さ
ん、ご協力いただきましてありがとうございま
した。 

 プリントアウトした写真をプレゼントさせてい
ただいております。こちらは、米澤会員にご協
力いただいております、有難うございました。 

 
◇写真同好会：遠藤会員 
 1月12日～17日11:00～18:00 オールドレン
ズの世界写真展vol.7を開催させていただきま
す。是非お越しください。 

 
★ニコニコ箱報告：日髙副ＳＡＡ 
林 博之：クリスマス家族会、中川友好委員長

始め、友好委員の皆様ありがとうご
ざいました。地区補助金を利用した
社会奉仕活動、ご協力を頂いた皆
様、ありがとうございました。 

  前回の記録  第２２回 １２月１５日（木） 

松田禎胤：クリスマス家族会、中川友好委員
長、友好委員会の皆様、大変お世
話になりました。又、12/10地区
補助金を利用した奉仕活動、無事
終了致しました。 

北橋茂登志：楽しいクリスマス会でした。太
鼓演奏、息が切れます。 

遠藤友一郎：Xmas家族会、皆様ご苦労様でし
た。 

遠藤友一郎：令和5年1月12日からのオールド
レンズの写真展にお立ち寄りくだ
さい。 

夏 明義：先週のクリスマス家族会、久し振
りに楽しませていただきました。
中川友好委員長、友好委員会の皆
様、お疲れ様でした。林会長、お
世話になりました。 

川口栄計：昨夜大阪ネクストＲＣにロータ
リーデーＰＲ訪問し、無事ＩＭ第
４組１３クラブ全例会の訪問が終
わりました。 

川口栄計：クリスマス家族会、中川友好委員
長、友好委員会の皆様、お疲れ様
でした。 

石川益三：社会奉仕活動の一環で、桜スタジ
アムでの子供達を招いたサッカー
スクールに参加させていただきま
した。林会長、松田幹事はじめ、
難波ロータリーのメンバーやＲＡ
Ｃメンバーとセレッソの方と子供
達と一緒にボールを追いかけて楽
しく時間を楽しみました。 

久保幸一：クリスマス家族会、ありがとうご
ざいました。中川友好委員長、友
好委員会の皆様、ありがとうござ
いました。林会長、ありがとうご
ざいました。 

松浦孝尚：クリスマス家族会、楽しかったで
す。会長、幹事、中川友好委員
長、お世話になりありがとうござ
いました。 

中川静夫：先日のクリスマス家族会、楽し
かったです。色んな段取り大変
だったと思います。ありがとうご
ざいました。 

立花英司：妻の誕生日にきれいなお花頂きあ
りがとうございました。 

米澤 勉：先日のクリスマス家族会、林会
長、松田幹事中川友好委員長はじ
め皆様、ありがとうございまし
た。 

福田 忠：クリスマス家族会、中川友好委員
長をはじめ友好委員会の皆様、大
変お世話になりました。林会長、

松田幹事、二次会などご手配あり
がとうございました。 

森田 納：クリスマス家族会、中川友好委員
長お疲れ様でした。 

森 圭司：クリスマス家族会、お世話になり
ました。すごく楽しかったです。
本日、平田勝男ヘッドコーチ、卓
話お願いいたします。 

三島敏宏：先日のクリスマス家族会、有難う
ございました。林会長、松田幹
事、中川友好委員長はじめ友好委
員の皆様、感謝いたします。 

本間一成：先日のクリスマス家族会、すご
かったです。有難うございまし
た。 

中川博之：クリスマス家族会にご参加頂きま
してありがとうございました。友
好委員会の皆様からのサポートの
お陰で楽しい時間をお届けするこ
とができました。ご協力をありが
とうございました。米澤会員、写
真プリントアウトして頂き参加者
全員へプレゼントありがとうござ
いました。 

川井宗次：林会長、松田幹事、中川友好委員
長、友好委員会の皆様、クリスマ
ス家族会、大変ご苦労様でした。
娘、孫、大変喜んでいました。 

日髙雅哉：クリスマス家族会では家族共々参
加させていただき、とても楽しい
時間を過ごさせて頂きました。 

長田博文：クリスマス家族会、楽しい時間を
ありがとうございました。 

 田啓介：入会1年経過、誕生日自祝。Xmas
家族会、中川友好委員長はじめ素
晴らしい企画をありがとうござい
ました。和太鼓デビューも貴重な
経験をさせていただきました。感
謝！ 

藤原秀之：クリスマス家族会、中川友好委員
長ありがとうございました。楽し
かったです。 

飛田了介：クリスマス家族会、非常に楽し
かったです。皆様ありがとうござ
いました。 

平野浩希：先日のクリスマス家族会、ありが
とうございました。子供達もとて
も楽しんでおりました。 

 
★大阪難波ＲＡＣへのニコニコ箱報告 
三島敏宏：クリスマス家族会、サッカー教

室、お疲れ様でした。 
累計￥２４０，０００ 

 

 

平田勝男様  勝島寿男様 橋本丈次様  三宅登様  



１２月１６日（金）、１７日（土）の二日間、２０２２－２３年度国際ロータリー第

２６６０地区の地区大会が開催されました。 

３年ぶりのリアル開催となり、大勢のロータリーメンバーが会場に集いました。 

「大阪のロータリー１００周年を祝おう！」を大会スローガンに１６日リーガロイヤ

ルホテル、１７日グランキューブ大阪にて様々なプログラムが繰り広げられました。 

地区大会初日１６日は陸上自衛隊中部方面音楽隊による演奏で幕が開け、その後分科

会が開催されました。分科会Ⅰでは千玄室ロータリー日本財団理事長・元ＲＩ理事に

よる「ロータリーの今日未来」と題してのご講演、分科会Ⅱでは元グローバル奨学生

に聞く「人道支援の最前線」と題して、地区ロータリー財団奨学金小委員会の塚本英

委員長と元奨学生との対談、分科会Ⅲでは若手ロータリアン経営者が語る「私の職業

奉仕」と題して対談が行われました。その他「大阪のロータリー１００年の歩み」の

パネル展示もございました。 

１００周年記念晩餐会ではバイオリニストの高嶋ちさ子さんのスペシャルコンサート

が披露されました。 

地区大会二日目はグランキューブ大阪にて本会議が行われました。 

吉村大阪府知事のご挨拶に始まり、クラブ表彰および大会決議案の上程、採択等が行

われました。本会議終了後、記念講演として慶應義塾大学宮田裕章教授による

「Better Co-Being〜調和のある未来を目指して〜」と題した基調講演が行われました。  

                             文責：松田 禎胤 

（お知らせ）１２月２９日・１月５日は休会です。次回例会は１月１２日（木）です。 

  事務局 冬休み  12月28日(水)～1月5日(木) 

 緊急連絡は松田幹事までお願いします。(松田幹事 TEL090-3940-6072） 



◇ロータリーデーＰＲ訪問にいきました◇ 

12月14日（水）大阪ネクストロータリークラブ 

四天王寺悲田院より、感謝状をいただきました。 

2022年12月19日大阪日日新聞 朝刊 2022年12月18日朝日新聞 朝刊 


