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8月31日 納涼例会に振替

2017-2018年度 藤村 作 会長

皆さん今晩は、本日は夜間例会です。会長になり早くも最初に月が
終わろうとしています。今回もたくさんのメンバーの方に来て頂きあ
りがとうございます。本日はスポーツ少年団の村田様、近藤様、土屋
様がいらしております。また米山奨学生の鄭維嘉さんにも来ていただ
いています、ようこそ、皆さんにお話を頂きたいと思います。報告で
す。7月23日は奉仕プロジェクト部門セミナーが清水園でありました。
奉仕3部門の委員長の斎藤哲雄さん、長沼さん、坂本さんと樋口副会長、
私で参加してまいりました。また地区からは大塚崇行さんが司会をさ
れ大木さんが国際奉仕部門委員長として参加されました。特別公演が2
つあったのですが講師紹介者として来られたのが参議院議員の若松謙
維さんでした。人数はたくさん来られてましたが上尾RCの例会のよう
な感覚になりました。特別講演として郡山東ロータリークラブより小
川則雄氏が来られ、彼はＧＢＰ（がんばっぺ）福島 200 万人笑顔応援
プロジェクト代表を現在されている方です。東日本大震災の時の時の
状況やボランティア活動についいてお話を頂きました。特にフランス
人シェフたちのが作ったラ・キャラバン・ボン・アペチ La Caravane
Bon Appetitという団体があるのですが一流シェフたちが震災の時に
温かいものを提供したいとのことで郡山でボランティアを始めたそう
です。その活動が今でも続いていて、現在は福島県の若者を対象とし
たフランス料理研修支援事業を始め、奨学金制度で一年間の授業料の
補助と卒業後のフランスへの料理研修の補助を行うとのことです。も
う一方は西川康雄氏で元ロータリアンで東京あすかロータリーに所属
されていたとのことです。現在はタイを中心にボランティア活動をさ
れていて、日本語学校や図書館などを設立されたとのことです。その
あと、3部門に分かれそれぞれの担当の分科会に行っていただきました。
本日は甲子園大会についてが例会主題ですのでロータリーと甲子園
についてお話ししたいと思います。高校野球の憧れの聖地阪神甲子園
球場で「野球を通じて親睦の和を拡げよう」をテーマに昭和56年3月7
日〜8日に第一回大会が始まったそうです。当時阪神タイガースの球団
社長で西宮甲子園RCのメンバーだった小津正次郎にお願いして全国
RC野球の初代コミッショナーになって頂いたそうです。今回で34回目
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の大会だそうですが、今回はその小津正次郎氏が亡
くなって20年とのことで記念大会だそうです。小津
正次郎氏と言えば球団社長時代阪神の大改革をした
人で「空白の一日」を利用した江川と小林のトレー
ドや「ミスタータイガース」と呼ばれた長年の看板
選手・田淵の西武へのトレードを行った人です。こ
のような改革でタイガースを巨人に匹敵する人気球
団に育てあげた手腕とドラフトでのクジ運の強さか
ら、マスコミに「オヅの魔法使い」と言われたそう
です。第一回全国大会の前に準備大会をやることと
なり6つのコミッショナーチームが参加（西宮甲子
園、近江八幡、広島北、京都伏見、東京付中、東京
秋川）プラカードを持った6チームの入場行進から
始まり、藤村冨美男審判の注意事項説明、兵庫県警
の大ブラスバンド、西宮市長の挨拶、朝日放送のス
ポーツアナウンサーの実況放送というイベントを行
ったそうです。準備大会は東京秋川RCが優勝。第
一回大会は18チームが参加し広島北RCが優勝しま
した。その後毎年大会を行っていましたが阪神淡路
大震災の年と東日本大震災の年は中止となっていま
す。それぞれの年には野球チームとして義援金を集
め復興支援にあてたそうです。今回も昨年の熊本震
災に対し各チームが義援金をだし上尾RC野球部も
皆さんから頂いた部費から10万円を寄付させていた
だきました。今回の大会は50チームが参加となって
います。今年度も上尾RCは野球部を継続します。
甲子園大会は経費がかなりかかるので今回は見送り
ますが秋に東京調布むらさきRCと親善試合をやる
予定です。皆さんのご協力お願いします。本日は甲
子園大会の報告です。皆さん宜しくお願いします。
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悦正
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委員長報告
前年度社会奉仕委員会

宇多村海児委員長

前年度に集めたペットボトルキャップを、7月28日に
業者が回収に来ることになり、事務局から運び出しを行
います。お時間のある方はご協力をお願いします。
親睦活動委員会

春日

孝文委員長

8月19日、埼玉スタジアム2002で行われる浦和レッ
ズ-FC東京戦で個室をとりました。サッカー観戦をしな
がらの納涼例会で親睦を図りたいと思います。多数の
皆様にご参加いただきたくお願い申し上げます。

ビ ジター ゲ ストあいさつ
上尾市スポーツ少年団 本部長 村田喜代汰様
皆様方にご協賛金をいただき、昨年度の事業すべて
を無事に終わらせていただきました。
２つの嬉しいニュースをお伝えします。
１つは上平野
球スポーツ少年団が県大会に出場し優勝しました。関
東大会につながる快挙はスポーツ少年団創設以来のこ
とで市長に報告に行ってまいりました。
もう１つは上尾
クラブジュニアバレーボールスポーツ少年団が県大会
で見事優勝し、8月7日から開催される全国大会に出場
することになりました。
団員がのびのびと素晴らしい成績をおさめられまし
たのは、ありがたいご協賛があってからこそとご報告申
し上げ、皆様方へのお礼の言葉と、
これからもご協賛の
お願いをさせていただきます。ありがとうございました。

告

幹事

◇ロータリーレートは１ド
ル＝１１１円です。
◇10月16日（月）に地区大
会記念ゴルフ大会が開催
されます。
１組参加しなけ
ればならないので出られる
方は早めにご一報をお願いします。
◇全国囲碁大会が10月14日（土）に日本棋院市ヶ谷本
院で開催されます。参加希望者はご一報をお願いします。
◇8月19日の納涼例会のご案内をお配りしました。委員
長報告をお聞きください。

ロータリー米山記念奨学金授与
米山記念奨学生

鄭 維嘉（てい ゆいか）さん

この１カ月はテスト期間ですごく忙しく今週火曜によ
うやく終わったりました。
また々日に、行きたかったイン
ターンシップの合格連絡がありテンションが高くなって
います。本日は奨学金もいただけてすごく嬉しいです。
こ
れからもよろしくお願いいたします。
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私は4回目の甲子園でした。サードで9番、2回出塁し
て、2回ともホームに帰還できました。守備ではサードゴ
ロを５つアウトにでき、貢献できたかなと思っています。
門崎さんもいたので４番はどうかと思いましたが、努
力と信頼で尾花監督から4番に指名され、打つ事ができ
てチームに貢献できたかなと思っています。

結 婚・誕 生 祝 い
お誕生日

おめでとうございます！

感謝の言葉しかありません。一生の思い出になるの
かなぁと思っています。試合の後の打ち上げも最高に盛
り上がり、良かったなぁと思っています。
いろいろな球場でプレーをしてきましたが、甲子園は
日本一の球場だなと思います。今後また甲子園に行ける
機会がありましたらぜひ結果を残したいなと思います。

大塚

信郎

ピッチャーではひとり相撲をしてしまったなと思って
います。次回出場の際は出塁率を10割にして、
ピッチャ
ーでは２フォアボール、
７三振にしたいなと思っています。

会員

68歳になりました。昨日は佐久総合病院へ人間ドッ
クに行ってきました。昨年からいろいろあったので胃が
心配だったのですが、胃カメラではきれいですねと言わ
れ、ほっとして昨日は女房とだいぶお酒を飲みました。
藤村

作

会員

50歳になりました。米山50周年記念誌を買って読ん
でいますので、いずれ皆さんに報告したいと思っていま
す。誕生日の夜は家族や病院の職員たちと、丸広のビア
ガーデンで飲みました。創立55周年をがんばっていきま
すので今年１年どうぞよろしくお願いいたします。

例 会 主 題

全国ロータリークラブ野球大会甲子園大会報告
前年度 ホビー委員会

坂本忠光委員長

5月20日は尼崎のホテル
で前夜祭をして、21日は甲
子園で試合をさせていた
だきました。第一試合、8時
プレイボールで大分の別
府北ＲＣさんと対戦、10-6
で勝利しました。

スターティングラインナップでいうと２番で出場しまし
た。朝、
まっさらなグラウンドを見たときに凄いところだ
なと感動しました。
今回で３回目の甲子園に行ってきました。写真を見て
いたらユニフォーム姿はプロ野球選手のようにかっこい
いですね。実は私の会長年度に野球部がスタートしまし
た。当時は幸手の方まで行って優勝しないと甲子園に
行けずに大変でした。最初は予選の段階でいけず、その
後、甲子園に行き、
レギュラーの一員で出場しました。
２
回目は孫２人を連れて応援団で行きました。
３回目の今
回は予想通り楽勝でした。
プレイヤーではありませんが行きました。私が行くと
勝ちます。
９年前と今回の、
２戦２勝です。次もあれば、
ま
た同行しますので、
また勝ちます。
甲子園大会に出場するのはヒト・モノ・カネの総合力
だと思います。
ヒトでは、
９年ぶりの出場で若手の方が
盛り上がってチームワークが良かったのかなぁと思いま

す。モノではユニフォームや
道具が整備され、野球連盟
の協力でグラウンドを使用
できました。カネでは160
万円かかりました。ユニフ
ォームがありますので次回
はそれほどかからないと思います。吉川さん、大木さん、
大塚パストガバナーが準会員としてご協力いただきまし
た。野球とはチームワークで勝つもの、その象徴が上尾
クラブで、今回の勝利につながったのだと思います。
今年度は、調布むらさきロータリークラブから親善試
合の連絡があったので、秋口に市民球場でナイターでも
できたらと思っています。
そしてこの野球部から会員拡大にもつなげていただき
たいと思います。甲子園とは球児の夢で、軟式でプレー
できるのはロータリーだけです。スコアボードに名前が
掲示され、
ウグイス嬢に名前が呼ばれるとなると必ず入
会してくれると思います。
最後に勝利を記念してゴルフコンペを富永さんと吉川
さんに日光カンツリーで企画していただき４組集まりま
した。なにかについて皆で頑張ってくるとクラブも活性化
されるのだなぁと思います。ありがとうございました。
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於：上平公園駐車場

朝6:30に集合し、
ラジオ体操をして爽やかな汗を流しました。
会員のみなさま、
お疲れ様でした。
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例会日 毎週木曜日 12：30〜13：30
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