
 
 
 
 
 
 
 

第 1576 回例会 

平成 21 年 6 月 15 日(月) 
12：30～ 海南商工会議所 4Ｆ 

 

１．開会点鐘       

２．ロータリーソング  「それでこそロータリー」 

３．ゲスト紹介 

ＩＭ２組  ガバナー補佐  小池 佳史 様 

４．ビジター紹介 

海南ＲＣ 中村 哲三 様 

５．出席報告 

会員総数 69 名 出席者数 46 名 

  出席率 66.67％ 前回修正出席率 79.71％ 

 

６．会長スピーチ      会長 宮田 貞三君 

皆様、今日は。 
 6月21日から英国

のバーミンガムで開

催される国際大会に

出席するために、林

さんご夫妻、花田さ

ん、田村健治さんが

18日出発されます。

昨年、GSEでお世話

になったウェールズ

も訪問されるそうです。よろしくお願いします。 
 11日、那須さんをお見舞いに行ってきました。腸

を手術され、今日抜糸して楽になった。皆様によろ

しく。とのことです。 
 紳士とは、「身なりも心も清潔な人。金持ちを敬

わず、貧しい人を見下げない。負けても勝っても大

騒ぎせず、他人に思いやりのある人。大胆で、寛大

で、分別があって、和歌山まではしごして日付が変

わるまで飲み歩かない人。お金は自分の分け前だけ

を取り、他人にその分け前を持たせる人。」これが

本当の紳士である。 
来年、私達のクラブは創立35年になります。これ

からも、誰もが居心地のよい心癒されるクラブを目

指しませんが。地区で長期在籍者の最も多いクラブ

を目指しませんか。また、退会者にも、例会に出席

しやすい方法を探しませんか。次年度の理事会に検

討をお願いしました。 
そして、ロータリーに入会して新しい方々には、

とにかく10年頑張って下さい。10年経つと友達に出

会えます。生涯の友に。もう10年頑張ってみる。20
年経つとロータリーが解ってくる。もう10年頑張っ

てみる。30年経つとロータリーの魅力が解ってくる。 
もう10年頑張ってみる。40年経つとロータリーが人

生になり、人生が解ってきます。 
 これからはアンチエイジングです。ロータリーで

心癒し、リラックスして若返りましょう。 
 どうか、90才、100才までロータリーを楽しんで

下さい。 
 本日は、50周年までロータリーを宣言されている

宇恵さんの卓話です。御静聴お願いします。 
 
７．幹事報告        幹事 山田 耕造君 
○例会臨時変更のお知らせ 
岩出 RC 7 月 9 日(木)→7 月 11 日(土)18：00～ 

ホテルいとう（24 周年例会） 
８．会員卓話 
「海南東ＲＣ野球部と全国ロータリー野球大会」 

海南東ＲＣ野球部総監督 宇恵 弘純 君 
 みなさん、こんにちは。

何年ぶりに前で卓話をさ

せていただきます。今日は

ロータリーの野球大会に

ついてお話させていただ

きます。我が海南東ＲＣ野

球部は 5 月 16 日に阪神甲

子園球場で開催されまし

た第 27 回全国ロータリア

ン野球大会に出場いたし

ました。クラブの多くの会員の皆さんの応援と支援に

よって参加できたわけですが、結果は仙台宮城野ＲＣ

に 3 対 1 で惜敗いたしました。試合内容は序盤に 1
点を取り、その

まま中盤までリ

ードし、緊迫し

た好試合であっ

たと思います。

最後は残念なが

ら、逆転され、
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あと一歩のところでした。今回の出場を目指して、練

習を重ねてきましたが、結果的には１勝の難しさを痛

感いたしました。ただ、試合の前日に行われた前夜祭

のお国自慢大会では、藤白神社・宮司の吉田さんのご

協力のおかげで３位の賞をいただきました。有難うご

ざいます。 
皆さんの応援に感謝申し上げます。 
 そこで、この大会の記録誌を調べてきみました。ロ

ータリー野球大会の歴史は、昭和 56 年に準備大会の

開催を契機に昭和 57 年に第１回大会が開催されてお

ります。最初の準備大会では、東京秋川ＲＣと広島北

ＲＣが決勝で対戦し、東京秋川が 3 対２で優勝し、第

１回大会も同じく東京秋川ＲＣと広島北ＲＣが決勝

で対戦し、今度は広島北ＲＣが２対１で優勝しました。 
さらに２回大会も広島北ＲＣが連覇していました。我

が海南東ＲＣは昭和 59 年の第３回大会に初出場いた

しました。１回戦は京都北ＲＣと対戦し、５対５でジ

ャンケン勝ち、２回戦は大船渡ＲＣに５対８で破れま

した。このときの優勝は東京秋川ＲＣです。また、海

南東ＲＣは平成元年の第８回に参加。土浦南ＲＣに８

対１４で負けています。さらに平成７年には阪神大震

災の復興記念大会では大得失点差のゲームが続出し、

今回の対戦相手の仙台宮城野ＲＣも熊野ＲＣに３１

対１で負けています。海南東ＲＣこの間、参加してい

ませんでしたが、平成１９年に今のメンバーが再編成

し、参加。山口県の防府ＲＣに２対１５で大敗しまし

た。このときの悔しさをバネに今回は必勝で臨んだわ

けで、私としては、勝てなければ、総監督としての責

任をとり辞任する覚悟でいました。先週の土曜日に野

球部のメンバーが集まり、今後のことについて話し合

いました。結果は「このままでは終われない」「続け

たい」とのことで意見が一致しました。私もメンバー

の熱い思いと全国ロータリー野球の歴史のなかで、年

齢的にもまだやれるかなと考えました。ちなみに、今

回参加の最高齢者は８７歳。出場選手１,６００名の

うち、８０歳以上は７名、７５～８０歳は３４名で、

７０歳以上は８８名でした。健康のためにも良いと思

います。ロータリーの野球は、メンバーが一丸となっ

て勝利を目指し、チームワークと練習によって目標を

達成することができます。次年度も７月から毎月、２

回、第１と第３木曜日に練習を開始します。メンバー

がトレーニングすることで親睦を深め、他のクラブと

の友好も広がります。今後ともご支援くださいますよ

うお願い申し上げます。 
 
９．閉会点鐘 

 
次回例会 

  第 1577 回例会 21 年 6 月 22 日(月) 
     海南商工会議所 ４F 12：30～ 
   会員卓話 

「ロータリーとポリオ」 平尾 寧章 君 
 
 
 
 
 
 
 
宇恵弘純君  何年ぶりかの卓話です。 
楠部賢計君  13 日福岡ヤフードームへ行ってきま

した。毎年行くのですが、いつも逆転

で「ソフトバンク」が勝利します。大

満足です。 
寺下 卓君  昨日、紀美野町へホタルを見に行きま

した。小椋さんにお世話になりました。

宇恵さん宅の近くの小川のホタルが

最高でした。 
山名正一君  小池ガバナー補佐、ようこそお越し下

さいました。1 年間ご苦労様でした。 
宮田貞三君  林さん、花田さん、田村健治さん、国

際大会出席御苦労様です。 
山田耕造君  日本土地家屋調査士連合会フォトコ

ンテストで入選しました。今日、新宿

帝王プラザホテルに展示しています。 
大谷 徹君  先日紀美野町へ孫をつれて蛍の乱舞

を見に行き、久しぶりに感動しました。 
ガバナー補佐 小池 佳史様 
       ガバナー補佐として 1 年間お世話に

なりありがとうございました。 
 
 
 
 
 
ロータリーの友 表紙写真の再募集 

2009―10 年度『ロータリーの友』表紙に掲載する

写真で、12 月号と３月号に掲載する写真を再募集し

ます。11 月後半から 12 月末の祭り、ならびに、２月

後半から４月前半の祭りの写真をお送りください。①

テーマ 祭り（日本の祭り、外国の祭り）②締め切り 

8月31日③点数 一人 ３点まで④ サイズ紙焼き四

つ切り（または、それに近いサイズも可）⑤添付資料 

名前、クラブ、連絡先住所・電話・ファクス、撮影場

所、撮影年月、撮影のデータ（カメラ名、使用レンズ

〔ミリ〕、露出、シャッター速度）⑥送付先〒105―
0011 東京都港区芝公園２―６―15 黒龍芝公園ビ

ル４階 ロータリーの友事務所 
⑧審査員 岡井耀毅氏（元『アサヒカメラ』編集長・

現『友』表紙解説者）、ロータリーの友 常任委員ほ

か。詳しくは、ロータリーの友事務局へ。 

会報・ＩＴ委員会   委員長 西川 富雄  副委員長 吉野 稔  委員 山東 剛一、田村 能孝、吉田 昌生 山畑 弥生


