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2015 - 2016 年度 第2660地区のテーマ

変革を！
ロータリーを通じて奉仕(プレゼント)を！
2015 - 2016 年度 大阪中之島RCのテーマ

未来に向けて！
そして楽しもう ロータリーを！

（ 10月15日）
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月 間 テ ー マ（ 10 月 ）

経済と地域社会の発展月間・米山月間

会長挨拶
会長

嶽下 勇治

2015年10月23日
第1080回（本年度 第15回）例会
本日のプログラム
■三世代合同例会
（大阪天満橋・大阪大手前・大阪中之島）
12：30〜14：00
帝国ホテル大阪 5階 八重の間

次回 10/29 のお知らせ
♬SONG 「それでこそロータリー」
:
■創立記念夜例会
18：00〜 例会
18：30〜 創立記念懇親会
オーキットテラス

皆さんこんにちは
本日は、立野ガバナー公式訪問ありがとうございます。先ほどはご指
導頂きましてありがとうございました。
先週の日曜日には、
ガバナー杯野球大会がありました。
ロータリー屈
指の八尾東ロータリーとの試合でしたが、臆することなく堂々とした
プレーを見せていただきました。
本日の奉仕の一世紀は、
「ロータリー要綱とロータリーの綱領」につ
いて掲載されています。
1911年に
「ロータリー要領」案として発表してから、1912年に綱領と
ともに承認されています。綱領については、
その後改訂されながら、

1951年に最も重大な変更が行われました。ロータ
リーには「有益な事業の基礎として奉仕の理想を鼓
舞し、
これを育成する」
という実際ただ1つの綱領が
あると決定されたのがこの時であった。
現在は、
ロータリーの目的とされています。
そしてこの
綱領を成就する4分野が説明されています。
1. 奉仕の機会として知り合いを広めること
2. 事業、専門職務の道徳的水準を高めること。有
用な業務は尊重すること
3. 個人生活、事業生活、社会生活に常に奉仕の理
想を適用すること
4. 国際間の理解と親善と平和を推進すること

第2日：2015年12月5日
（土）
大阪国際会議場

5階メインホール

10：30〜12：00

登録受付

11：00〜12：00

夢のデュオ・コンサート

13：15〜15：00

本会議

15：00〜16：40

特別symposium

16：45〜17：30

本会議・閉会

本会議には全員ご出席宜しくお願いいたします。
■My Rotary 登録に関するセミナー
11月17日
（火）16時から17時までガバナー事務所に
てMy Rotaryの登録方法についてのセミナーがありま
す。
セミナー申し込みの方は幹事までご連絡ください。

以上で会長の時間を終わります。
ありがとうございま
した。

幹事報告 (10/15)

2014-15年度第1079回（第14回例会）

幹事 檜皮 悦子

■本日10月15日
（木）
はガバナー公式訪問日です。
例会後、国際奉仕委員会がございます。
■10月23日
（金）帝国ホテル大阪5階「八重の間」
（12：
30〜14：00）三世代クラブ合同例会が開催されます。
ホストクラブは大阪大手前RCです。
三世代合同例会により、10月22日
（木）
は例会日変更
として休会になります。
お間違えのないようにお願いいたします。
■10月29日
（木）創立記念夜例会です。
18：00よりオーキット・テラスにて例会、18：30より懇
親会が開催されます。
■11月5日
（木）
は次年度理事・役員の発表がございます。
11月はロータリー月間でございます。吉田クラブ財団
委員長宜しくお願いいたします。当日財団委員会より
四宮様が卓話にお越しいただく予定でございます。
■11月12日
（木）
は小林会員の卓話です。
小林会員宜しくお願いいたします。
■11月21日(土)（12：30〜17：00）
コングレコンベン
ションセンターホールA（グランフロント大阪 北館
B2F）にてRotary Day : 国際ロータリー2660地区 第
6組 Intercity Meeting が開催されます。
ホストクラブ
は大阪天満橋RCで「拉致問題から見える日本の姿」
のテーマで開催されます。
沢山のご出席、宜しくお願いいたします。

野球同好会

野球同好会 監督

安達 昌弘

18日の日曜日に、本年度のガバナー杯野球大会の我が
中之島の3試合目、対城北RC戦が宝塚のP-COM球場で
行われ、何とかやっと1勝目が挙げられました。
相手チームの12人に対し、9人ギリギリの中之島でした
が、井本会員のバッティングがみんなを引っ張ってく
れ、嶽下会長の好打と好守もたいへん印象的でした。
今までの鬱憤を晴らすかのように、初回からクリーン
ヒットが続き、残りの2試合の連勝が期待出来る内容で
ありました。
11月1日のダブルヘッダー次第で2位を狙えるので、悔
いの無いように精一杯戦いますので、皆さん方是非応
援に来てください！

本日のメニュー

■12月4日
（金）〜5日
（土）
は国際ロータリー第2660地
区2015〜2016年度地区大会でございます。
第1日：2015年12月4日
（金）
リーガロイヤルホテル3階

光琳の間

17：30〜20：00

登録受付

18：30〜21：00

RI会長代理ご夫妻晩餐会

ちらし寿司
吸い物

大阪中之島ロータリークラブ公式訪問卓話

国際ロータリー第2660地区 ガバナー

立野 純三 様

本年、私は地区方針の中で重点項目を7つ掲げていま
すが、
その中の一つとして戦略計画委員会を各クラブに
ぜひ本年度中に立ち上げて頂きたいとお願いしていま
す。大阪中之島ロータリーは既に戦略委員会を発足さ
せておられますが、少し戦略計画委員会に対する私の
考えをお話させていただきます。
あくまでも参考というこ
とでお聞きいただけば結構です。

皆さん、
こんにちは。2660地区本年度ガバナーを仰せ
つかっております立野です。宜しくお願い致します。大阪
中之島ロータリーには、日頃何かと地区の事業運営に
対してご協力をいただき有難うございます。本年は、高
島パストガバナーにはRI第3ゾーンロータリー公共イ
メージコーディネーター補佐、その他多数の委員会の
顧問や委員長等を務めていただいております。村橋さん
には地区研修委員会・災害支援委員会・戦略計画委員
会、梅原さんには広報委員会副委員長、北村さんには職
業奉仕委員会、それぞれに出向していただき活躍をし
て頂き感謝しております。
それでは、
まず最初に私がこの１月にガバナーとしての
研修に参加しましたアメリカ サンディエゴで開催されま
した国際協議会の初日の晩餐会で、
ラビンドランRI会長
が熱い思いでお話をされた本年度RI会長テーマを5分
程度にまとめました映像をご覧いただき、
その後私が本
年度方針の中で7つの重点項目を掲げておりますが、
そ
の中から大阪中之島ロータリーで参考になればと思う
項目をお話させていただきます。最後に、12月4日・5日
に開催されます2660地区 地区大会案内ビデオをご覧
いただきたいと思います。皆さん、今ラビンドランRI会長
が熱い思いで語られているビデオを見て頂きましたが、
どの様に感じられたでしょうか。
私はサンディエゴでお話をお聞きした時は、本当に感動
しましたし、
ロータリーに対する考え方に共感致しまし
た。本年度のRIテーマは『世界へのプレゼントになろう
Be a gift to the world』2660地区の方針は『変革を！
ロータリーを通じて奉仕（プレゼント）
を！』
です。
大阪中之島ロータリー嶽下会長はRIテーマ、地区方針
に基づき、本年度のクラブ活動方針を「未来に向けて！
そして楽しもう ロータリーを！」
とされました。強調事項
として、
1．会員増強 2．戦略委員会の活性化 3．楽しもう
ロータリーを！ の3つを中心として未来に向けて、楽し
みながらロータリー活動をしていきたいと考えておられ
ます。

まず、皆さんが新入社員として入社したかった会社、入
社を目指した会社を思い出していただきたいと思いま
す。新入社員として入りたくなる会社とは、私が思うに、
「会社に魅力がある」
「 堅実に成長している」
「 業界で
光っているオンリーワン企業である」
「仕事が楽しそう」
「給料がいい」等、様々な理由があると思います。いま、
私達のロータリークラブは、他のボランティア団体よりも
新入会員を引き付けるだけの大きな魅力があるでしょ
うか。そこで、私は各クラブに戦略計画委員会を立ち上
げていただき、魅力があり、活力があふれる楽しいクラ
ブライフを過ごせるようなクラブにするには、具体的に
どのような計画を立て、一年一年確実に実行していくか
を中長期ベースで考えて頂きたいと思っています。
ロー
タリーは単年度制です。毎年、RI会長テーマ、地区ガバ
ナー方針、
クラブ方針がその年ごとに変わり継続性があ
りません。
もちろん単年度制は、
その年の会長が特徴を
出せるいいところがありますが、単年度ではなかなか結
果を出すことが出来ない重要なテーマがあると思いま
す。重要なテーマは各クラブによって違うでしょう。年ご
とに達成度をチェックし、修正しながら目標としている
テーマを達成する事によって、内部から見ても楽しく活
力があり、外部からみても魅力のある素晴らしいクラブ
にしていく必要があると思います。嶽下会長は、会員増
強に力を入れ、活動基盤の強化をしたいと考えておら
れます。私は、入会を促進する取り組みにおいて重要と
なるのは、
ロータリーのDNAを重要に考えることだと思
います。DNAは決して変わらないロータリーに対する価
値観、優先事項（出席率、財団寄付等）奉仕への献身を
絶対に忘れないことだと思います。
また、
ポール・ハリス
がロータリーを創立した時の目的を大切にすることでも
あります。時代に即するために妥協して、大切なロータ
リーのDNAをあっさりと捨ててしまうと組織は長続きし
ません。変えてはならないところを変えてしまい、信じる
土台がなくなれば組織、
ロータリーの存在価値はなくな
ります。
しかし、一方で時代の変化と共に、変えなければならな
いところもあると思 います。イギリスの自然 科 学 者
チャールズ・ダーウィンはかつて
『生き残るのは強者で
も賢者でもなく、最も変化に適応できる者だ』
と述べて
います。
これは生き物だけでなく、組織にも当てはまりま
す。
アメリカの詩人サミエル・ウルマンは『理想を失うと
きに初めて老いが来る』
と言っています。変化や革新は
年齢に関係なくフレッシュな視点をもった人から生まれ
るものであり、
こうした人こそクラブにとって最も貴重な

資産だと思います。私はいま各クラブを公式訪問させて
頂いておりますが、2660地区、各ロータリークラブが時
代の流れにあわせて変革する時期に来ていると感じま
した。
あるロータリーの小冊子に書かれていた文章です
が『ロータリーの目的は有益な事業の基礎として奉仕の
理想を鼓吹し、
これを育成することにある。
ロータリーク
ラブは実業家及び専門職業人のクラブです。仕事のな
い人は会員になれない建前です。
どんな職業でも仕事
でも、
たいがい他人の役に立っています。他人の役に立
たないようなものは有益な職業ではありません』
と書か
れていました。
また、
ラビンドランRI会長が先程のスピー
チの中でも言っておられましたが『当組織を形づくった
基礎に立ち返る方法を見つける必要がある。それは人
生のあらゆる場での高い倫理基準、
そして各クラブの会
員の多様性をもたらす職業分類です。
しかしこれらは会員増強の足を引っぱる障害にすぎな
いとみられています。
しかし、
これらはロータリーの成功
に欠かせない要素であり、
なおざりにすれば自らの存在
を危うくるす』
と言っています。
ラビンドランRI会長の言
葉、小冊子の文章は、会員増強、
クラブの基盤増強考え
ておられる嶽下会長にとって、参考になる文章ではない
かと思います。大阪中之島ロータリーが、内外からみて
魅力があり、活気があり、楽しそうであれば、
おのずと人
は集まってくると思います。
この様なクラブ作りの為にも
戦略委員会がより一層活性化していただき、役目をは
たされることを願っております。私が所属しております大
阪ロータリークラブも、前年度に戦略計画委員会を発足
させ、
この5月には全会員にアンケートを実施しました。
アンケートの内容は「大阪ロータリークラブの適正な会
員数は？」
「 大阪ロータリークラブの将来は？」
「 例会は
楽しいか？」等でした。約70％程度の回収率でした。今、
このアンケート結果に基づき、戦略計画委員会で、
より
大阪ロータリーの魅力を増すために検討していくテー
マを決め、実行していき、
クラブを変革させるつもりです。
私は良い意味でのクラブ間の競争と差別化がおこると
思っております。
クラブに会員を引き付けるだけの魅力
がなければ存続が危うくなるでしょう。
また、各クラブが
それぞれ独自の魅力や個性を出すことが求められてい
ると思います。
そして、既にロータリーの会員増強もゼロ
サムの世界になっているのかもしれません。
どこかのク
ラブが会員を増やせば、一方のクラブは会員を増やす
ことが出来ず、会員減という結果になると思います。
ぜひ、内外から見てもベターなクラブライフを楽しめる
クラブ作りをお願いします。
次に会員研修について、
お話をさせていただきます。
大阪中之島ロータリーは、新入会員に対して年に数回、
ロータリー精神、
ロータリーに関わる様々な知識・情報
を理解、習得してもらう為に研修会を実施され、会員に
は、
ロータリアンとして更なる成長を促すために、年数
回の情報集会を開催されておられます。大阪ロータリー
は、新入会員が入会する時に、情報委員会でロータリー
に対する心構えやロータリーとは何かを一通り説明しま
すが、その後は例会や奉仕の場で先輩ロータリアンが
ロータリーを理解してもらえるように務めています。
すな
わちOJTで学んでいきます。
これは、
うまい例えではない
かもしれませんが、現在、
日本で最も注目されているトッ

プアスリートと言えば、
テニスプレーヤーの錦織 圭選手
だと思います。彼の急激な成長を促したのが、昨年から
コーチ陣に加わったマイケル・チャンの力です。大阪中
之島ロータリーの会員研修委員会は、
まさにマイケル・
チャンのような重要な役目をはたされるのではないで
しょうか。
そして、新しく入会された方に
「鉄は熱いうちに
打て」のことわざ通り、早い時期に研修会を実施され、
早くクラブに慣れていただき、
ロータリーを理解してもら
うことは、早期退会防止にもなるでしょう。
また、中堅会
員・ベテラン会員に再度ロータリーの目的を理解しても
らう事はクラブの活性化に役立つのではと思います。
もし、研修等で何かお困りのことがあれば、ぜひ地区研
修委員会にご相談を頂ければと思います。
次に人材育成についてお話をさせていただきます。
ロータリーの大きな役割のひとつとして、青少年を明日
の社会を背負って活躍できるリーダーとして育て、彼ら
により良い未来を確かにする責務を負っています。
ロー
タリーは青少年にいろいろな青少年奉仕プログラムに
参加してもらい、地域社会やロータリークラブの未来を
担う才能豊かな人材を育てております。青少年がリー
ダーシップ力を養う事や、学ぶことが出来るインターア
クトクラブとローターアクトクラブがあります。
インターア
クトクラブは、12歳〜18歳までの若い人々対象とした奉
仕クラブです。毎年、2つの奉仕プロジェクトを行わなけ
ればなりません。そのうち1つは学校または地域社会に
貢献するもの、
もう1つは国際理解を推進するものとさ
れています。
ローターアクトは、18歳から30歳までの青
年男女のための奉仕クラブです。目的は、青年男女が
個々の能力開発のために役立つ知識やスキルを身に
つけ、各地域社会の物質的、社会的なニーズに取り組
み、親睦と奉仕活動を通じて全世界の人々のあいだに
より良い信頼関係を築く機会を提供することとされてい
ます。
そして、青少年奉仕プログラムの中には、国際交流
を通じて、国際感覚・語学力を学べる交換留学制度、
ロータリー青少年指導者養成プログラム（RYLA）等が
あります。
日本独自として、海外から留学している学生に
対して経済的支援だけでなく、日本が世界の平和を求
めていることを理解してもらい、将来、
自国と日本の友好
の懸橋しとして活躍をしていただく米山奨学生のプロ
ジェクトをおこなっています。
ぜひ、青少年育成に関わることが出来るインターアクト
クラブ、
ローターアクトクラブの活動に積極的に取り組ん
でいただければ、
ありがたいと考えます。
最後に、
もう一つのお願いがITです。
RIは大きく変わり、ITを活用しなければなりません。RIに
対する要望や申請などは、全てITを利用しなければなり
ません。
マイ・ロータリーに自らが登録していただく必要
があり、登録をしていただくと、
ウェブサイトから、
自クラ
ブの活動内容が確認出来たり、会員コーナーでは、
「元
気なクラブ作りのために」や「会員増強ガイド」など、充
実したクラブづくりに役立つさまざまなリソースをダウ
ンロードできます。
ロータリー・クラブ・セントラルやその
他オンライン・ツールを利用して、RIの内容やロータ
リーの動きが理解でき、
きっとロータリー活動が楽しく
なると思います。私もそうですが、皆さんの中にも、ITを

扱うのが苦手な方もおられると思いますが、ぜひトライ
して下さい。
この7月1日から、
ロータリーメンバーには新
しい会員プログラム
「ロータリー・グローバル・リワード」
が始まりました。パソコン・スマートフォン・タブレット端
末から利用できる新しいプログラムです。
このプログラ
ムを利用すれば、世界各地でレンタカー、
ホテル、
レスト
ラン等の割引を受けることが出来ます。ただし、割引を
利用できるのは、繰り返しますが、
マイ・ロータリーに登
録した会員のみとなりますので、ぜひ登録をして活用し
て下さい。
そして、新入会員勧誘の際、
ロータリーの大き
な魅力のひとつとして利用していただきたいと思います。
もしわからないことがあれば、地区広報委員会に問い
合わせをいただければ、
ご説明をさせていただきます。
それでは最後に、12月4日・5日に開催されます2660地
区 地区大会のビデオをご覧ください。
今回は従来の地区大会と違って、少し変則的な開催と
なります。
一日目は、RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会から始まり、晩

餐会はリーガロイヤルホテルの宮川シェフが大阪産の
旬の食材を使いおもてなしをさせていただきます。エン
ターテイメントとして、
日本が誇る
「関西二期会」による
ウィンナオペレッタ 喜歌劇「こうもり」
をお楽しみいただ
きます。二日目は、11時から世界的に活躍する若きアー
ティストのヴァイオリニスト庄司 紗矢香さんとピアニス
ト小菅 優さんの「夢のデュオ・コンサート」が開催されま
す。ぜひロータリアンの皆さんをはじめ、
お子さん、
お孫
さん、皆様のご友人の方々、多くの方に素晴らしい演奏
をお聞き頂きたいと思っております。
メインの特別シン
ポジウムは“究極の職業奉仕”「関西発のイノベーション
―最先端研究から創薬へ」のタイトルで、大阪大学 岸
本名誉教授、京都大学 本庶名誉教授、お二人による基
調講演を開催致します。
どうか、ふるってご参加いただ
きますようお願い申し上げます。
最後に、大阪中之島ロータリークラブの益々のご繁栄を
祈念しまして、公式訪問を終わらせていただきます。有
難うございました。

※先週掲載致しました「第5回 11月度定例理事会議事録」の内容に誤りがございましたので、再度掲載させていただきます。

2015-2016 年度 第5回

11月度定例理事会議事録

日 時：2015年10月8日
（木）
場 所：太閤園 2F サファイアルーム
出席者：嶽下・下岡・村橋・井戸本・小林・安達・辻（一）
・北村・針谷・西田・永井・辻（義）
・檜皮・杉村 以上14名（敬称略）
配布資料：
・2015-2016年度行事計画
・東日本豪雨災害（平成27年9月豪雨）義捐金のお願い
・新入会員の入会承認フローチャート 2枚

開会の挨拶（嶽下会長）
全員のご出席ありがとうございます。本日も宜しくお
願い致します。

審議事項
1. 指名委員会より2016-17年度理事役員候補につ
いての報告

4. 会員増強員会

2. 年会行事の件

5. 親睦活動委員会

・10/29（木）創立記念例会
17：30例会 18：00懇親会 カラオケなし
⇒［ 承認 ］
・11/19（木）
ロータリー規定・情報委員会卓話を、木
村眞敏会員の卓話に変更する。 ⇒［ 承認 ］
・11/22（日）第1回会長杯ゴルフコンペ
三田ゴルフクラブ ⇒［ 承認 ］
・3/17（木）例会を休会とし3/15（火）に変更
17：15 オパールルーム ⇒［ 承認 ］
・3/15（火）太閤園3クラブ合同懇親会
ホストクラブ：大阪鶴見RC 18：00 ガーデンルーム
⇒［ 承認 ］

3. 青少年・社会奉仕委員会
11/28（土）成美学寮への奉仕事業の件
今年度は天満橋ロータアクトクラブが主体で実施す
るので、青少年・社会奉仕委員会の予算で天満橋
ロータアクトクラブを昼食に招待する。 ⇒［ 承認 ］

新入会員の入会承認について ⇒［ 継続審議 ］
クリスマス家族会
12/19（土） 太閤園 桜苑
アトラクション：ゴスペルグループのソングショー
ミスターオクチのマジックショ−
プレゼント交換はなし
⇒［ 承認 ］

6. 国際奉仕委員会
10/15（木）に委員会を実施し以下を検討
・VTTにおける協力クラブとの団結式
・ベトナムの寺についての奉仕活動
・台北福齢RC創立20周年
⇒［ 承認 ］

7. 東日本豪雨災害（平成27年9月豪雨）義捐金
災害積立金より 50,000円を支出する。 ⇒［ 承認 ］

閉会の挨拶（下岡前年度会長）
長時間ありがとうございました。
継続審議事案につきましては、再度宜しくお願い致し
ます。

【 15年11月 行事予定】（ロータリー財団月間）
日付

通算No.

今期

5日
（木）

1082

17

12日
（木）

1083

18

19日
（木）

1084

19

26日
（木）

1085

20

ホームクラブプログラム

卓話担当者

ロータリー財団委員長卓話

R財団担当（国際奉仕）

次年度理事・役員発表

吉田R財団委員長
卓話担当：小林会員

ロータリー規定・情報委員会卓話

会議、行事

RI地区会議行事、
クラブ行事

第6回12月度理事会

下岡委員長

◆第3回クラブ協議会
11/21（土）IM6組
11/22（日）
第一回会長杯ゴルフコンペ
11/28（土）成美学寮餅つき大会

R規定・情報担当
卓話担当：栗山会員

【 15年12月 行事予定】（疾病予防と治療月間）
日付

通算No.

今期

ホームクラブプログラム

卓話担当者

会議、行事

RI地区会議行事、
クラブ行事

卓話担当：坂本会員

3日
（木）

1086

21

10日
（木）

1087

22

17日
（木）

-

-

19日
（土）

1088

23

24日
（木）

-

-

休会③

31日
（木）

-

-

休会④

年次総会

（次年度理事・役員決定） 第7回1月度理事会

例会日変更→12/19（夜例会）

12/1（火）財団地区セミナー
12/4（金）〜5（土）地区大会
12/19（土）
クリスマス家族会

夜例会・クリスマス家族会

【 16年1月 行事予定】（ロータリー理解推進月間）
日付

通算No.

今期

7日
（木）

1089

24

14日
（木）

1090

25

21日
（木）

1091

26

28日
（木）

1092

27

10

15

ホームクラブプログラム
会長、幹事新年の挨拶

卓話担当者

会議、行事

RI地区会議行事、
クラブ行事

嶽下会長、檜皮幹事
第8回2月度理事会
第3回クラブ協議会

上半期新入会員歓迎会

夜例会

ニコニコBOX

嶽下：立野ガバナー、
ようこそお越しくださいました。
ご指導よろしくお願いします。
下岡：立野ガバナー、
ようこそお越しくださいました。
ニコニコ
村橋：立野ガバナーをお迎えして
檜皮：立野ガバナー、
ようこそお越しくださいました。
井戸本：立野ガバナー、
ようこそお越しくださいました。
ニコニコ
小林：立野ガバナー、
ようこそお越しくださいました。
ニコニコ
辻（一）
：本日は立野ガバナー、
ようこそお越しくださ
いました。
吉田：ニコニコ
早瀬：立野ガバナーを歓迎して
針谷：立野ガバナー、
ようこそお越しくださいました。
ニコニコ
犬飼：立野ガバナーをお迎えして。ニコニコ

●出席報告

会員数
名誉会員数
免除会員
出席者
欠席者

33名
6名
1名
27名
5名

出席率
9月17日の修正出席率

国内ビジター
外国ビジター
国内ゲスト
外国ゲスト
84.37%
86.87%

1名
0名
0名
0名

高島：立野ガバナー、
ようこそ大阪中之島RCへ
北村：立野ガバナー、我がクラブへの訪問有難うござ
います。
村上：ニコニコ
永井：立野ガバナー、
ようこそ大阪中ノ島RCへお越し
くださいました。有難うございます。
辻（義）
：立野ガバナー、
ようこそお越しくださいました。
増強委員長として会員の純三（純増）に頑張り
ます。
戸田：立野ガバナー、
ようこそお越しくださいました。
栗山：立野ガバナー、
ようこそお越しくださいました。
ニコニコ
杉村：立野ガバナー、
ようこそお越しくださいました。

本日合計 : ￥50,000
累

計 : ￥830,000

●本日のビジター
ガバナー

●メイクアップ
井戸本 泰次
満村 和宏
岡本 啓吾
吉田 了

9 月29日
9 月27日
9 月27日
9 月11日

立野 純三 様
東大阪中央RC
ガバナー杯野球大会
ガバナー杯野球大会
大阪城東RC

