国際ロータリー第 2530 地区
2018～19 年度

第 41 回

通算 535 回

2019 年 5 月 14 日（火）12:30～13:30

ゲスト卓話：「人との縁に感謝」

少年野球石神ライガース

監督

渡部浩文

「会長の時間」
会長

大谷 和年

今日が 5 月最後の例会となります。私の年
度もあとひと月終盤にかかってきました。来
月の 18 日と 25 日にクラブ協議会を予定して
おり、各委員長さんは 6 月 4 日まで年次報告
を提出していただきたいと思います。
「ロータリー活動で輝きを」をテーマに取り
組んできましたが、一番のロータリー活動は
例会に出席する事と思っています。例会の出
席率があまり良くないのでスケジュールの調
整等により更なる出席の協力をお願いします。
ロータリーの友 5 月号に「23 年間例会出席
率 100％と信じられない記録を誇る会員の結
束力」と題して、八戸東ロータリークラブが
紹介されていました。
そのクラブの伝統は「出席なくして親睦な
し、親睦なくして奉仕なし」をずっと守って
団結力を強めているとのことです。現会長さ
んも、2 週間入院したときは、すぐにどこで
メークアップするかを考えたそうです。その
クラブには IDM（インフォーマル・ディスカ
ッション・ミーティング）というのがあり、
例会のとき８人ずつのテーブルごとにテーブ
ルマスターがいて、３カ月に１回、夜の会合
を主催します。そのメンバーも定期的に変え
ていく。だから新会員もすぐに全員をよく知
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るようにな
ります。ま
た出席カウ
ントに関し
ては、RＩの規定通り。メークアップの原則
が前後１週間以内だった時代から、原則が２
週間に緩和されたことや病気による入院や介
護などで出席が免除されるケースもあります。
八戸市内には６つのロータリークラブがあっ
て、メークアップしやすいこともあります。
また、100％を続けなくてはとの習慣化された
強い思いが、全会員の意識にあるからこそで
きるのであって、無理と思ったら絶対できな
いだろうとのことです。
以上読んでいくと、会員の意識の問題で、
我クラブはまだそこまで行っていない。意識
を高めることが出来なかったことは、今年度
の大きな反省になると思っています。原町中
央ＲＣの２５周年も７名の出席で、四分の一
ですから、日曜日を考えれば、少なすぎる思
いです。人数はそのクラブの盛況度合いのバ
ロメーターとして、他のクラブも見ています。
来月１１日インターアクトクラブの伝達式
が行われます。相馬農業高校インターアクト
クラブ会員１９名と伺っております。

市長、教育長、ガバナー、地区青少年委員長、
ガバナー補佐、親クラブの原町ロータリークラ
ブ会長に案内状を出しております。年度当初か
ら 1 年間取り組んできたこともあります。

「人との縁に感謝」

会員としてスケジュール調整の上、必ず出席し
ていただきたいと思います。

少年野球石神ライガーズ監督

今回、南相馬ロータリークラブ様よりユニ
フォームを頂きまして、このユニフォームを
着て公式の試合に出場しております。
現在のチームの状況ですが、残念ながら８
名しかおりません。原町第２小学校をベース
に活動しています少年野球 F ラークスも８名
ということで、合併して公式の試合に出場し
ています。お互いチームを尊重し、チーム名
をライガース F ラークスとし、自分のチーム
のユニフォームを着て試合にでています。ま
だ公式戦では、未勝利ですが着実に力はつけ
ています。来月の大会に向けて練習していま
す。
私は、昭和４８年生まれで、佐久間さんと
は同級生で幼稚園から一緒なのですが、そん
なに親しい間柄ではなかったです。小高工業
高校に入学し、野球部に所属し地元の会社に
就職しました。このお話しを頂くまで、なぜ
自分が監督になったかと考えたことがなかっ
たので、改めて考えさせられました。
息子が今年小高産業高校に入学し、野球を
やっています。その息子と娘を石神２小ラガ
ースに入部しようとしていた所、震災に遭い
会津に避難した為に入部しないままになって
しまいました。１年後戻ってきたのですが、
南相馬市の少年野球チームは、活動がままな
らず鹿島と原町 1 小の２チームしか再開して
いませんでした。

渡部浩文

氏

鹿島のチームに知り合いがいて、声をかけて
頂いたので鹿島のチームに子供をいれました。
石神のチームが再開したら入部すればよいな
と思っていましたが、なかなか再開できずに
いて、何とかしなくてはいけないなぁと思っ
ていました。息子が 5 年生の時に鹿島のチー
ムの監督をやりました。その時に、監督の楽
しさを知りました。小学校の PTA 会長を頼ま
れ、迷いましたが誰かがやらなければいけな
い、自分だと思い２年務めました。佐久間さ
んに息子が野球をしたいけどできない、石神
で野球をやらないですか？と言われました。
石神が好きで野球も好きだから石神の野球チ
ームを引き受けることにしました。どのスポ
ーツもそうですが、底辺が広がらないとトッ
プの選手の質も上がらない。少しでも野球人
口を増やしていきたい思いもありました。
実際、石神中学校の野球部は、合同野球部と
してやっと試合に出場できる状態です。石神
ライガースは、佐久間さんの息子（当時小学
1 年生）と監督の私、コーチ、保護者で練習
が始まりました。そんな練習を見ていた人や、
話を聞いて興味をもってくれた子が入部して
くれて、13 名で活動することができ、チーム
単独で試合に出場できました。6 年生が多く
卒業してしまったので部員が減ってしまった
のですが、今年 3 人入部してくれています。
まだ、入部希望の子がいるので期待している
ところです。
監督をしていますと、他のチームの監督、
コーチ、保護者会長さんとの交流があり、昔
一緒に野球をやったとか、会社の友人だとか、
非常に繋がりを感じることが多々あります。
夏休みに練習をしていた時、たまたま来てい
た子に声を掛けキャッチボールをしました。
その子は次の年にチームに入部してくれまし
た。夏休みの出会いを感じました。この場で
話すことができたのも何かの縁だなと思って
います。今、会ってすぐどうという縁は、そ

んなにないと思いますが数年後、これがあの
時のというのが年を追うごとに感じます。
これからも縁を大事にしてそこにありがとう
という感謝を忘れずにやっていこうと思いま
す。子供達には声をだしましょうということ
を教えています。野球は、チームプレーなの
で、誰が取る、どういうプレーをするという
声だしが必要です。その時に誰が声を出すで
はなく、自分が出すというチームにしようと
いうことで自分も声を出して頑張っています。

見かけた際にはご声援をいただければと思い
ます。

＊渡部様、貴重なお時間とお話しありがとうございました。

「６月度プログラム」

４日(火)
1２：30～１３：30

原町フローラ

１１日(火)
16：00～17:00

原町フローラ

１８日(火)
1２：30～１３：30

原町フローラ

２５日(火)
1２：30～１３：30

原町フローラ

「Lunch time １分間スピーチ」

【通常例会】第４３回／通算５３７回
＊誕生祝福 青木会員 青田会員 遠藤会員
大内会員 野地会員 若林会員
＊会員卓話 岡田義則会長エレクト
「 クラブ方針発表 」
【通常例会】第４４回／通算５３８回
＊IAC 認定状伝達式
＊打上げ 新かとり 18:00～ 登録料￥5,０００
【通常例会】第４５回／通算５３９回
＊クラブ協議会 前半 モデレータ 大谷和年会長
【最終例会】第４６回／通算５４０回
＊クラブ協議会 後半 モデレータ 大谷和年会長
＊バッチ交換

長澤 初男 会長

６月末の任期満了で退任するＪＯＣの竹田会長の後任に、山下泰
裕理事が就任することに決まりました。ＪＯＣは山下会長のもとで
２０２０年東京五輪を迎えることになります。10 月 5 日・6 日に開
催されるソフトボールのチケットが発売になりました。２日間で 4
試合行われます。皆さん、ぜひ観戦して下さい。
東京オリンピックのチケットも発売されインターネットがなかな
か繋がらず、やっとの思いで申込ましたが抽選なので運を天にまか
せて当たるように願っています。
昨日は、ソフトボールの試合を 3 試合し優勝してきました。楽しい時間を過ごしました。

3

原町中央 RC 創立 25 周年記念式典
原町中央ＲＣの創立 25 周年記念式典は 12 日、南相馬市原町区
のホテルラフィーヌで行われ約百人が出席しました。西 祥一 実行
委員長があいさつし、内海 金男 会長が「元号が平成から令和に代
わる今こそ、ロータリー精神である多様性を認め合う友和と寛容
の心が必要」と述べました。門馬 和夫 南相馬市長、スポンサーク
ラブの幕田 正高 原町ＲＣ会長、青田 由広 相双分区ガバナー補佐
が祝辞を贈りました。引き続き、祝賀会に入り、祝舞などが披露
され、式典に先立ち記念講演が行われ、講談師の「一龍斎貞花」
さんが「台湾に東洋一のダムを造った八田與一」を演題に講話しました。

「幹事報告」
●ハイライトよねやま VOI.230 が届きました。●5 月 18 日地区研修協議会宜しくお願いします。

「各委員会報告」
●門馬会員より 5 月 12 日に開催された危機管理講習会の報告がありました。
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青木謙二
荒明 健
大谷和年
岡田義則
小澤積
佐久間岩男
星遵一
三浦宏美
門馬純子

1,000
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1,000
1,000
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渡部様貴重な卓話ありがとう御座意ます。
渡部様、卓話ありがとうございました。
渡部さん卓話ありがとうございます。
渡部様卓話ありがとうございます。
渡部さんご苦労様です。

渡部浩文様卓話ありがとうございます。
渡部様卓話ありがとうございました。

（円）

計

出席報告 ： 会員数２９名

南相馬ロータリークラブ

Since.2007

￥17,000.

累計

出席数１２名

￥181,000.

出席率４１ ％

会長：大谷 和年 / 幹事：岡田義則

例会日 ： 毎水曜日 １２:３０～１３:３０
例会場 ： ウエディングパーク 原町フローラ 南相馬市原町区高見町 2 丁目 30-6
事務局 ： 南相馬市原町区錦町 2 丁目 68-6
TEL 0244-23-1268 FAX 0244-26-5935

HP http://www.minamisoma-rc.org/ E-mail minamisomarc@white.plala.or.jp
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