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No.35

会員出席

89
（79）
名中60名 出席率67.92％
前々回修正出席率93.33％
ゲ ス ト 米山奨学生 ランジト・メリッサさん
お子様 ムナちゃん
◆国歌斉唱
◆ロータリーソング
「手に手つないで」
◆会長挨拶（会長 山田 慎也君）
先程、最終の理事会が行われまして、名
古屋栄RCのビジョンについて審議、協議
致しました。次年度の大野友三会長エレク
トのご尽力により、8名程の新入会予定者
の方がおみえで、30周年で100名くらいはと
いうお話がありましたので、大変嬉しく思います。先回卓話を
いただいた横田プロに、皆さん応援いただきましたが、残念な
ことに一打足らずで決勝進出ならず、ご本人も一打の重みと
いうのを痛感し、また頑張ると言っておられました。彼にはま
た栄RCのゴルフ会で実戦の指導をお願したいと思っており
ます。私は中日クラウンズ後、京都・神戸・高山等へ行ってお
りましたが、
どこへ行っても大渋滞でしたし、外国の方が多く、
ホテル代も異常に高くなっているようです。隣国のミサイル問
題等ありますが、安倍政権が大変長期にわたっており、アベ
ノミクスの効果を感じます。心配していたフランス大統領選は
予定通りに運び、日本経済は株価が500円近く値上がりし、
為替をやってみえる方はホッとしておられるかと思います。そ
んな中、今日は「ミスター甲子園」山田喜久夫さんに外部卓
話に来ていただきました。東邦のエースピッチャーとして甲子
園準優勝、連続で優勝ということで、今日は色んなお話をお
聞きできると期待しております。
◆幹事報告（幹事 笠原 猛君）
①ロータリーレートが5月1日より1ドル110円（現行116円）
に変更になります。
②本日の理事会にて、2名の入会候補者の方が承認されま
した。明日、メールまたは郵送にて7日間の告知をお送り
致しますので宜しくお願い致します。
◆卓話
大河哲男君：山田さんは私の東邦の後輩で、野球部のエー

桑田さんとは今でも親交があって、ゴルフへ行ったり、東
邦高校へ来ていただいて野球を教えていただいたりしてるん
ですけど、
もう一人のKさんとも実は交流があります。正月に
電話がありまして、
「おお、喜久。お前のわらび餅が食べたい
から、今からすぐ若い奴に取りに行かすから」
と。
まあ、人生、
一回や二回失敗しても、僕たちが応援してるし、頑張って欲
しいと思っています。
ドラフトでは僕、中日ドラゴンズから5位で指名を受けまし
た。
ビデオで観ていただいたとおり、
ドラゴンズでは中継ぎが
殆どで、先発したのは6試合くらいですかね。通算の試合数
は222試合で、今にしてみたら少ないほうです。広島に一年
行きましたけど、そんなに活躍できなかったです。バッティン
グピッチャーになってからは横浜で9年、
ドラゴンズで5年。
自分がやってもらったことは返さないといけない、有難いと
思って、裏方の仕事を続けました。
星野監督、高木監督、権藤監督、達川監督、落合監督。色
んな監督、良い指導者と巡り合えたことが、今、子どもたちに
野球を教えている自分に生きていると思います（NPO法人
の野球塾を主宰）。僕は、子どもたちを叱って育てています。
靴の脱ぎ方、ユニフォームの脱ぎ方一つ、挨拶もそうです。僕
の時代は、
トイレを手で磨かされましたが、
さすがに子どもた
ちにそれをしろとは言いません。褒めるより、叱る。叱ることに
よって、反骨心も芽生えてきますし、何故だろうと考えるよう
になります。怒ることはしません。子どもたちがいくら失敗して
も、何回でもチャンスを与えて、大きな器で見守っていきたい
と思っています。
今日は皆さんのテーブルにわらび餅をご用意しました。保
存料も入っていないですし、本わらび粉とハスの粉を水で混
ぜて作っていますので、食べていただいて、美味しいと思わ
れる方は東区の店に是非寄って下さい。わらび餅屋の家業
は3年目に入りました。いいことばかりではありませんが、職
人としての僕の夢は、日本中の人、世界中の人に、わらび餅
を食べていただくということ。
もう一つ、お世話になった東邦
高校で監督になって、
もう一度甲子園に行きたいという夢を
持っております。
◆ニコボックス

山田喜久夫様、
卓話、
宜しくお願いします。
大河 哲男君
村瀬 啓方君
中川 洋二君
青木
宏君
父の葬儀には多くの方々にご会葬頂き、
また弔電も
多数頂き、
ありがとうございました。 大嶋 秀紀君
春4月と共に鬼籍に入られた、同志社同期の心友、柳原光
博君を悼む。惜別の情、今なお抑え難し。 山田 靖典君
昨日、6年振りにゴルフをプレイする事が出来ました。腰
椎ヘルニアを自力で完治出来ました。 原野 勝至君
連休の6日
（土）
に三好CCに行きました。金融機関
時代の同期と楽しい一日でした。
ゴルフ人生初のパ
ー5でイーグルが出て想い出に残りました。
ここから1
岡田 直人君
ヵ月仕事に集中します。
連休中は足が腫れてずっと寝て過ごしました。暦通
森下 幹人君
りなので仕事はしましたが。
丹羽
健君
GWお疲れ様です。
元気です。
木村 忠晴君
谷川
貢君
横江 徳広君
細井 土夫君
高木 裕明君
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スピッチャーとして甲子園で活躍し、中日ドラゴンズに入団、
広島カープで現役を終え、長年バッティングピッチャーを務
めました。引退後、喜来もちというわらび餅屋をやっていま
す。では宜しくお願いします。
「野球とわたし」 元中日ドラゴンズ投手 山田 喜久夫様
こんばんは。山田喜久夫です。僕のことを
知らない方もみえると思いますので、5分位
ビデオを観ていただきたいと思います。
〜映像〜 89年春の選抜高校野球決
勝。劇的なサヨナラで優勝を飾った地元東
邦高校のエースといえば、山田喜久夫。80年代後半、名門
東邦高校を、春夏通じ3度の甲子園、2年連続で春の選抜決
勝進出へと導いた左腕。人気実力ともに、当時の高校球界
の頂点に立った男。
「（甲子園優勝シーン）最高に嬉しいで
す。やっぱり、厳しい練習してきましたから。」
「（ドラフトインタ
ビューシーン）中日ドラゴンズに行きたいな。
それは小さい頃
からの夢ですし、中日でしたら、プロ野球へ行きたいです。」
（続いて中日・広島時代映像）
28歳という若さで現役を退いた山田は、ベイスターズにバ
ッティング投手として拾われ、以来、裏方としてチームの為に
黙々と投げ続けてきた。
「野球、やっぱ好きですから、携わっ
ていきたいですし。」かつて立っていたマウンドの横に造られ
た練習用のプレートから、バッターの為に投げ続ける。左腕
から放たれたボールは、気持ちいい程に弾き返されていく。
「一日に、100から130球じゃないですかね。投球は毎日です
ね。」
「気持ちよくグラウンドに出て行って欲しいし、その中で
もヒットを打ってくれたら、チームが勝ってくれたら最高です
ね。」〜映像終わり〜
どうですか皆さん、僕のことをご存知の方は手を挙げてい
ただけますか。有難うございます。僕は十四山（現弥富市）で
生まれ、小さい頃から野球が大好きで、朝から晩まで野球を
やっているような少年でした。中学校の時に、KKコンビの桑
田さんと清原さんに憧れ、甲子園に憧れました。勉強は得意
ではなかったですが、東邦高校へ行くくらいの学力はあった
というところです。

■第1174回（5月22日）例会のお知らせ

卓話 :「がんの早期発見の次を担う医療、
がんの予防への挑戦！」
医療法人社団明照会 理事長 小倉 行雄様

◆親睦活動委員会 ★会員誕生日おめでとう★
1日
5日
19日
25日
29日

三浦
松浦
佐藤
米田
吉田

幸治君
和典君
雅夫君
敬君
弘幸君

5日
9日
24日
27日

松浦 和典君
羽田野道明君
長谷川直人君
林 国太朗君

◆2016〜2017年度 第11回理事会 議事録

と き : 2017年5月8日
（月）
17：00〜
ところ : 名古屋クレストンホテル9F
出席者 : 16名
司会 : 笠原幹事
１．
開会
①出席者・定員数の確認…（細則第5条第5節の規定による）有効に成立
②議長を会長に指名（細則第4条第1節の規定による）
③議事録署名人の指名…幹事 笠原 猛
２．
会長挨拶
３．
前回議事録の承認…承認
４．
報告事項
①外部卓話者への謝礼上乗せの件
②職場訪問例会 決算報告の件
③2017年決議審議会 決議案提案状況の件
＊会員より提案無。
よって地区に提出しないものとする。
④その他
＊委員長であった故酒井昌也君を偲び、
ご子息を親睦例会
に招待予定であったが、
ご本人の都合がつかず見送り。
５．
審議事項
①新入会員 承認・所属委員会の件
・新田 高広氏（予定） 所属委員会： 出席…承認可決
＊
「７日間の告知」異議無ければ5/22入会予定。
・青木 充彦 氏…承認可決
＊
「７日間の告知」異議無ければ次年度入会予定。
②熊本地震義援金50万円の寄付の件…原案通り承認可決
＊クラブより事業補助費の予算の中から熊本城復興分
として50万円の寄付を行う。
③国際ロータリー登録料の補助の件…原案通り承認可決
＊クラブより参加者3名に地区とクラブ間で登録を行ったイベントに対し半額を負担する。
④休会及び再入会の取扱いの件…原案通り承認可決
＊本日承認はしたが、十分に協議を重ねるべき事案として、会員全員に対し、
本年度に原案を告知し、次年度の総会にて決議できるよう進める。
６．
協議事項
①会員候補者受付の件
・中内 淑哉氏 紹介者：大野 友三君
・八谷
陽氏 紹介者：荒川 和生君
・奥井 光明氏 紹介者：小島 浩司君
・川杉 省三氏 紹介者：大野 友三君
・三島 由貴氏 紹介者：上田 寛明君
・三澤 慎也氏 紹介者：梅村 尚史君
・千葉 富之氏 紹介者：荒川 和生君
・寺本 幸隆氏 紹介者：高木 裕明君
②会員候補者面接の件
＊上記8名を次回例会前後から順に面接を行い、次回
の理事会にて審議をはかる。
③その他
＊6/19の親睦例会時に、山田喜久夫氏の喜来もち（わらび餅）を参加者全員の手土産とする。
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知らない方もみえると思いますので、5分位
ビデオを観ていただきたいと思います。
〜映像〜 89年春の選抜高校野球決
勝。劇的なサヨナラで優勝を飾った地元東
邦高校のエースといえば、山田喜久夫。80年代後半、名門
東邦高校を、春夏通じ3度の甲子園、2年連続で春の選抜決
勝進出へと導いた左腕。人気実力ともに、当時の高校球界
の頂点に立った男。
「（甲子園優勝シーン）最高に嬉しいで
す。やっぱり、厳しい練習してきましたから。」
「（ドラフトインタ
ビューシーン）中日ドラゴンズに行きたいな。
それは小さい頃
からの夢ですし、中日でしたら、プロ野球へ行きたいです。」
（続いて中日・広島時代映像）
28歳という若さで現役を退いた山田は、ベイスターズにバ
ッティング投手として拾われ、以来、裏方としてチームの為に
黙々と投げ続けてきた。
「野球、やっぱ好きですから、携わっ
ていきたいですし。」かつて立っていたマウンドの横に造られ
た練習用のプレートから、バッターの為に投げ続ける。左腕
から放たれたボールは、気持ちいい程に弾き返されていく。
「一日に、100から130球じゃないですかね。投球は毎日です
ね。」
「気持ちよくグラウンドに出て行って欲しいし、その中で
もヒットを打ってくれたら、チームが勝ってくれたら最高です
ね。」〜映像終わり〜
どうですか皆さん、僕のことをご存知の方は手を挙げてい
ただけますか。有難うございます。僕は十四山（現弥富市）で
生まれ、小さい頃から野球が大好きで、朝から晩まで野球を
やっているような少年でした。中学校の時に、KKコンビの桑
田さんと清原さんに憧れ、甲子園に憧れました。勉強は得意
ではなかったですが、東邦高校へ行くくらいの学力はあった
というところです。

■第1174回（5月22日）例会のお知らせ

卓話 :「がんの早期発見の次を担う医療、
がんの予防への挑戦！」
医療法人社団明照会 理事長 谷村 好一朗様

◆親睦活動委員会 ★会員誕生日おめでとう★
1日
5日
19日
25日
29日

三浦
松浦
佐藤
米田
吉田

幸治君
和典君
雅夫君
敬君
弘幸君

5日
9日
24日
27日

松浦 和典君
羽田野道明君
長谷川直人君
林 国太朗君

◆2016〜2017年度 第11回理事会 議事録

と き : 2017年5月8日
（月）
17：00〜
ところ : 名古屋クレストンホテル9F
出席者 : 16名
司会 : 笠原幹事
１．
開会
①出席者・定員数の確認…（細則第5条第5節の規定による）有効に成立
②議長を会長に指名（細則第4条第1節の規定による）
③議事録署名人の指名…幹事 笠原 猛
２．
会長挨拶
３．
前回議事録の承認…承認
４．
報告事項
①外部卓話者への謝礼上乗せの件
②職場訪問例会 決算報告の件
③2017年決議審議会 決議案提案状況の件
＊会員より提案無。
よって地区に提出しないものとする。
④その他
＊委員長であった故酒井昌也君を偲び、
ご子息を親睦例会
に招待予定であったが、
ご本人の都合がつかず見送り。
５．
審議事項
①新入会員 承認・所属委員会の件
・新田 高広氏（予定） 所属委員会： 出席…承認可決
＊
「７日間の告知」異議無ければ5/22入会予定。
・青木 充彦 氏…承認可決
＊
「７日間の告知」異議無ければ次年度入会予定。
②熊本地震義援金50万円の寄付の件…原案通り承認可決
＊クラブより事業補助費の予算の中から熊本城復興分
として50万円の寄付を行う。
③国際ロータリー登録料の補助の件…原案通り承認可決
＊クラブより参加者3名に地区とクラブ間で登録を行ったイベントに対し半額を負担する。
④休会及び再入会の取扱いの件…原案通り承認可決
＊本日承認はしたが、十分に協議を重ねるべき事案として、会員全員に対し、
本年度に原案を告知し、次年度の総会にて決議できるよう進める。
６．
協議事項
①会員候補者受付の件
・中内 淑哉氏 紹介者：大野 友三君
・八谷
陽氏 紹介者：荒川 和生君
・奥井 光明氏 紹介者：小島 浩司君
・川杉 省三氏 紹介者：大野 友三君
・三島 由貴氏 紹介者：上田 寛明君
・三澤 慎也氏 紹介者：梅村 尚史君
・千葉 富之氏 紹介者：荒川 和生君
・寺本 幸隆氏 紹介者：高木 裕明君
②会員候補者面接の件
＊上記8名を次回例会前後から順に面接を行い、次回
の理事会にて審議をはかる。
③その他
＊6/19の親睦例会時に、山田喜久夫氏の喜来もち（わらび餅）を参加者全員の手土産とする。

