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皆さんこんにちは、本日は雨で寒い中、例会出席いただきありがとう
ございます。先週・先々週の報告です。先々週のガバナー公式訪問では
大貫ガバナーを迎え無事に公式訪問を終える事が出来ました。いくつか
の指摘事項がありましたが各委員長の皆さん今後の活動に生かせていた
だけたらと思います。皆さん長時間ご苦労様でした。例会後夜間には野
球部の練習を尾花さんのバティングセンターで行いました。その後の10
月9日の月曜日夜間に上尾市民球場を借りて練習試合を行いました。当
日はロータリー尾花監督中心に10人以上のメンバーが集まり、相手に藤
村病院の野球部と須田商店の方の混成チームと試合を行いました。試合
は芳賀さんが熱投し見事完投しましたが残念ながら敗戦となってしまい
ました。ちなみに藤村チームの先発は須田さんでストライクが入ってい
ました。終了後極楽湯で慰労会を行いこれからも野球部更に頑張りまし
ょうということになっています。
先週の14日は移動例会ということで藤村病院の健康フェアに昨年に引
き続き参加してまいりました。いろいろな協賛企業の一緒にロータリア
ンの方々に協力頂きました。米山奨学生OBの周彬君も当日来てくれま
した。周君は佐賀で働いていたようですが今回中国に戻られるとのこと
で挨拶に来てくれました。元気そうにしており、皆さんに宜しくと言っ
ていました。17日に帰国されています。天候が心配されましたが何とか
曇りと小雨程度ですみ、ポリオ募金活動を行ってきました。ちなみに10
月24日は世界ポリオデーです。今回の企画もポリオデーに合わせて行い
ました。参加できなかった方も是非、募金お願いします。
10月16日は地区大会記念ゴルフ大会がプレステージCCで行われまし
た。当日は大変な雨の中行われたようです。私は参加できなかったので
すが当クラブからは大塚パスト、齋藤博重会員、樋口副会長、門崎会員、
春日会員が参加して頂きました。皆さんご苦労様でした。
そして昨日は会長幹事会が行われました。そこでは、トロント国際大
会の参加依頼、地区大会について、これは明後日に開かれるスタッフ合
同会議があるのでそこで詳細を聞いてほしいとのことでした。会長、幹
事、副会長、副幹事で出席します。来週の例会で皆さんにコ・ホストク
ラブとして何をしていただくかお話したいと思います。皆さんの協力よ

AGEO ROTARY CLUB

ろしくお願いします。更に地区記念誌を発行すると
のことですので一人2000円の分担金を徴収するとの
ことです。こちらも宜しくお願いします。また、日
台親善会議の案内も来ました。台湾高雄市で行われ
ます。皆さんの参加宜しくお願いします。
今月は米山月間です。今年は米山記念奨学会が財
団化されて50年ということで記念事業等が行われて
います。来年2月4日に財団設立50周年記念式典も行
われます。来週には当クラブの米山奨学生の鄭さん
の卓話もあります。ここに「ロータリー米山記念奨
学会50年のあゆみ」という記念誌があります。見て
みたい方はお貸ししますので、皆さん良く知ってい
ることとは思いますが改めて米山記念奨学財団につ
いて考えてみてはいかがでしょうか。
本日は門崎会員の卓話です。花咲徳栄高校の甲子
園優勝の裏話など聞けたらいいなと思います。本日
も宜しくお願いします。

幹
須田

悦正

事

報

告

幹事

◇2018年新春賀詞交歓
会は1月5日（金）午後5時
から開会となっております。
よろしくお願いいたします。
◇先週の移動例会、
「活き
生き健康フェア」でのポリ
オ撲滅キャンペーン募金は22,690円でした。皆様、
ご協
力いただきありがとうございました。

ポ ールハリスフェロ ー 授 与
樋口雅之会員

例 会 主 題 〜 卓 話
祝甲子園優勝 花咲徳栄高校

門崎

由幸

会員

私の母校が埼玉県勢初の夏の甲子園優勝というこ
とで卓話を仰せつかりました。まずは動画をご覧く
ださい。私は２期生の野球部のＯＢです。
花咲徳栄高校は1982年に創立し、野球部１期生は
5名でスタートしました。翌年、私が入学した1983
年には公式戦初勝利、1984年はベスト４（春選抜）、
同年、初の関東大会出場もしました。過去の成績で
す。選抜大会には第75回（2003年）、第82回
（2010年）、第85回（2013年）、第88回（2016
年）の４回出場しており、最高成績はベスト８です。
夏の選手権大会では、第83回（2001年）、第93回
（2011年）、第97回（2015年）、第98回（2016
年）、そして今年の第99回（2017年）、計５回出
場しており、優勝しました。
埼玉県勢としての過去の成績では、選抜高等学校
野球大会（春）最高成績は、第40回（1968年）大
宮工業高校が優勝、第85回（2013年）浦和学院が
優勝しています。全国高校野球選手権大会では第33
回（1951年）熊谷高校が準優勝、第75回（1993年）
春日部共栄が準優勝しています。そして第99回
（2017年）花咲徳栄高校が優勝しました。
花咲徳栄高校出身プロ野球選手は13名いて、名の
知れたところでは高橋昂也選手（広島東洋カープ）、
岡崎大輔選手（オリックス・バファローズ）がいま
す。あまりスーパースターはいなくて、なかなか有
名な選手はいない状況です。もともと花咲徳栄は、
スーパースターはつくらないというか、全体野球で
して、みんなが４番打者であり、送るときは送りバ
ントをするという流れでやってきました。
現在の野球部員は１３７名います。なかなかレギュ
ラーになれない状況で、練習メニューはピッチャー、
内野手、外野手で違い、ほぼプロのような状況です。
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現在の監督は岩井隆監督で、私の２歳年下、出身は
川口市、桐光学園高校を経て東北福祉大学に行き、
大学卒業後、花咲徳栄野球部のコーチとして就任、
2000年に稲垣前監督が急逝され、同年監督に就任し
ています。
私の経歴です。私は原市中学校野球部で1982年埼
玉県大会で準優勝しまして、この試合での活躍をき
っかけに10校近くの高校から誘われ、最終的に花咲
徳栄高校に入学しました。写真で私の隣にいるのが
水沢正浩というピッチャーで、大宮東に進学して１
年生から投げて、プロ野球の日ハムに行きました。
なぜ花咲徳栄に入学を決断したかというと、はじめ
は大宮東に練習に行ったのですが指導者さんの方針
とは合いませんでした。最終的に、伝統校ではなく
、新設校で自分たちの新しい野球を創りあげたいと
いう思いで入学に至りました。入学する際は特待生
でした。

高校２年の遠征の帰り、私は交通事故にあいまし
た。それで腰を痛め、次の年のキャプテンを命じら
れていたため練習を休むことができず、無理をして
いたらほぼ立てなくなり、病院に行ったら椎間板ヘ
ルニアと診断され「もう野球はできません」と言わ
れたのですが、いろいろな病院を回ったら「とりあ
えず高校だけはなんとかしましょう」という病院が
あったのでそこに通いました。病院に通う間、スイ
ミングスクールにも通い、毎日のようにリハビリを
していました。なんとかキャプテンにはなったので
すがチームの迷惑になるので、キャプテンを辞退し、
監督の情けでいただいた背番号「３」も返した経緯
があります。最後の大会には出場することもでき、
西武球場で行われた第66回全国高校野球選手権埼玉
大会では３番で出場し、勝つこともできました。

特待生だったので校長や監督から週２〜３回は激励
をもらい、また花咲徳栄がいろいろなメディアでも
採り上げられたこともあって女性からファンレター
もたくさんいただきました。
中学・高校という成長期に、どれだけ集中して野
球ができるかが、勝負なのかなぁと思っています。
１３７名の部員がいると、足のひっぱりあいにもな
りがちですが、今年は選手・補欠、それにも入れな
い部員もいて、みんなが信用・信頼しあって全員の
気持ちがひとつになれた結果が優勝だったのかなぁ
と思っています。指導者はチームとして優勝できる
流れをつくっていくのがいいのかなと思います。
私は上尾ＲＣに入って甲子園でプレイして勝利を
げることができたので、その後、花咲徳栄高校が優
勝することができた、という流れなのかなぁと思っ
ています。甲子園球場は本当に素晴らしい球場でし
て、本来であれば高校時代にここでプレイしたかっ
たなぁとも思います。10月号の『あぴお』にも掲載
していただきましたが、野球をしたことによってい
ろいろな面で勉強させていただき、その後、青年会
議所に入会し、憧れの王さんとお会いもできました。
人間的にも素晴らしい王さんの前では緊張して何も
話せませんでした。今回、その埼玉中央青年会議所
も全国大会を埼玉で開催でき、その全国大会が第66
回で、私が出場した全国高校野球選手権埼玉大会も
第66回でした。
最後に『あぴお』の見出しには「やってよかった
！野球と青年会議所」となっていますが、将来は「
入って良かったロータリークラブ」と思って付け足
したいです。野球をやって良かった、青年会議所に
入って、良かったそしていまロータリークラブに在
籍していちばん良かったのは「人とのつながり」で
す。人とのつながりをもっと作っていきたいと思い
ます。ご清聴いただきありがとうございました。

スマイル
門崎会員、卓話ありがとうございました！
大塚信郎会員 結婚祝い、ありがとうございます。
樋口副会長

10/15（日）、剣道の昇段審査に合格しました！

宇多村副幹事 ポリオ撲滅事業に多くのご参加ありがとうございます。
藤村会長／須田幹事／岡野会員／村岡会員／萩原会員／尾花会員／
大木会員／細野会員／大塚崇行会員／島村会員／齋藤博重会員／

出席
欠席

斎藤修弘会員／門崎会員／春日会員／芳賀会員／小林裕一郎会員

前々回確定
修正（％）

深澤会員／久保田会員／関口会員／野瀬会員／長沼会員／
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会員数
欠席数

３7
9

出席数 28
（％） 75.68

89.19

欠席数 4
（Ｍ・Ｕ） 1

移動例会 ポリオ撲滅キャンペーン 於：藤村病院

駐車場

２０１7. 10. 14

藤村会長が理事長を務める 医療法人 藤仁会 藤村病院の「活き生き感謝祭〜健康フェア」
に移動例会として参加してきました。公開医学講座、医療・介護イベント、楽しい屋台村など賑やかに盛り上がる会場
で、ポリオ撲滅キャンペーンを展開し、市民の皆様が募金に協力してくださいました。ありがとうございました！

また2015-16年にお世話をした米山
記念奨学生の周 彬君が訪ねてきてく
れました。日本で就職をした周君です
が、
この度退職して、母国・中国へ帰る
ことにしたそうです。周君のますますの
ご活躍とご多幸を心からお祈り申し上
げます！
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例会日 毎週木曜日 12：30〜13：30
事務所 〒362-0035 埼玉県上尾市仲町1-8-31 新和エクセルビル303
例会場 東武バンケットホール４F（ポリアス）
ＴＥＬ 048-775-7788 ／ FAX 048-776-9799
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