
 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリー財団月間           １６２７回例会 １１月 １日 NO.1617 

 

 

ロータリーソング 「我らの生業」  

クラブソング 「めぐる友愛 秋 」 

米山奨学生 朱 夫誠さん         （合計 1名） 

■出席報告       （会員 43名内出席免除 8名） 

会員数 出席者 出席率 9月 27 日修正出席率 

43（39） 27（2）  74.36％ 76.92％ 

WEBでの出席者 2名  出席者の( )は WEB参加数 

例会出席者    27名 

ソングリーダー 江口会員 

 

■会長報告   

 
 

■幹事報告  ＲＩ関係   

・ハイライト米山が届いております。掲示板をご覧くださ

い。 

・「ロータリー日本 100年史」の再頒布をいたしますの

でご希望の方は事務局までお願いいたします。 

・来る 10月 22日（金）の日本経済新聞朝刊の一面に

ロータリーの広告を掲載いたします。これはロータリー

の活動を PR し、会員増強につなげる事を目的として

おります。 

・世界ポリオデー・トレインジャック・イベントのご案内が

届いております。掲示板をご覧ください。 

・ポリオデー・ウォークラリーのご案内が届いておりま

す。10月 24日（日）13：30集合によりウォークラリーを

開催します。ご興味のある方は掲示板をご覧頂き、事

務局にご連絡下さい。 

他クラブ関係  

・他クラブの例会変更は掲示板をご覧下さい。 

上野クラブ関係 

・来週の例会は IMの振替のため休会となりますので、

ご注意ください。 

・ガバナー公式訪問が 11月１日にございます。SAA と

親睦委員は 10時半にご集合ください。その他の方は、

11時からのクラブ協議会にできるだけ参加をして頂き

たいので、10時 45分にお越しください。 

委員会報告  

クラブ親睦委員会 瀬古委員長 

２点報告がございます。 

① 10月 25日（月）１８時より浅草ビューホテルにおき

まして、山本会長・佐谷幹事を励ます会を開催致し

ます。すでに皆様ご出席の連絡は頂いております

が、改めて宜しくお願い致します。 

② 12月 20日（月）に予定しております、クリスマス家

族忘年会は、内容につきましては、まだ立案中で

はございますが、１１月に入る頃に事務局または親

睦委員会から出席を取らせて頂く形になります。多

くの方の出席をお待ちしております。 
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前回の例会報告１０月１８日 第 1625回例会 

 



 誕生日 30秒スピーチ   山本会員 

 

10月 21日についに 70の大台に突入致します。先日

健康保険組合から連絡があり、高齢者として 11月か

らなんと２割負担で良いそうで、薬が 2，3日後に切れ

ますが、頑張って 11月に医者に行こうかと考えており

ます。会長としての務めもまだ半年以上残っております

が、健康に留意しながら頑張って参る所存でございま

す。今後とも宜しくお願い致します。 

誕生日 30秒スピーチ   永井会員 

 

10月 22日に 58になります。50代も残り少ないという

ことで、今後とも仕事の方もロータリー活動の方も、相

変わらず上手くなりませんがゴルフの方も、頑張ってい

きたいと思います。皆様ぜひ宜しくお願い致します。 

 

■ＳＡＡ報告 ニコニコ BOX    大瀧会員 

 

山本会員 尾中さん卓話よろしくお願いします。誕生

日、結婚記念日を自祝して。 

木村会員 尾中さん卓話よろしく。 

尾中会員 貴重なお時間を頂き、自分の思い出話をさ

せて頂きます。老人のたわ言かもしれませ

んが、お耳を傾けて頂ければ幸いです。 

大野会員 めったに行かない銀行にお金を引き出しに

行きました。「法人ですか？」「法人です。」 

        「ご用は？」「引き出しです。」「カード

は？」「ありません」「この用紙に書いてくだ

さい。」かなり待たせられて「印鑑が違いま

す。」銀行っていやですね。 

山下会員 16日、湯島天満宮において松尾明弘会員

の必勝祈願祭を行いました。押見さん、お

世話になりました。松尾さん頑張って！ 

渡邉会員 尾中さん、卓話楽しみにしています。 

永井会員 誕生日を自祝して。 

中澤会員 本日、尾中さんの卓話楽しみにしていま

す！ 

新保会員 コロナの感染者数が日々減り少しずつ街に

人が戻ってきました。この状況が続くとよい

ですね。本日、尾中さんの卓話楽しみにし

ています。 

日置会員 久しぶりに例会に参加できました。少しずつ

日常生活が戻ってきているようで皆様にお

会いできて感謝をこめて。尾中さんの卓話

を楽しみにしています。 

冨坂和弥会員 久しぶりの例会なので。 

 （本日の合計金額    60,000円） 

（本日までの累計 575,000円） 

 

 

 

 

 

１０月   ７日 水門会員  ２１日 山本会員 

      ２２日 永井会員 

１１月  ２３日 マンリオ・カデロ名誉会員 

 

１０月  ２日 永井会員  １０日 鈴川会員 

     １３日 佐谷会員  １９日 渡邉会員 

     ２１日 山本会員  ２４日 押見会員 

１１月  ２日 瀬古会員   ３日 園部会員 

      ６日 塚田会員  １１日 大瀧会員 

     １５日 加藤会員  １７日 三輪会員 

     ２１日 尾中会員  ２８日 野口会員 



■卓話 「昭和のよもやま話」 

日本加除出版代表取締役会長 尾中哲夫会員 

 

私は阪神タイガースの大ファンです。ところが東京生

まれ。皆様には、東京生まれなのにどうして阪神が好

きなのかとよく聞かれます。皆様もおそらくジャイアン

ツ、ドラゴンズ、いろんなところを応援してらっしゃるでし

ょうが、応援するには必ず理由があったと思うんです。

自分の理由を話しながらその頃の野球の面白かったこ

とをちょっと披露したいと思います。 

私は暁星学園というところで小中高校を過ごしまし

た。中学校の時には軟式野球部でした。健保大会とい

うのがありまして各区で対戦して優勝したのが健保大

会に行きます。私は 1年生の時に千代田区で優勝をし

て大会に出たんですが、もちろんその時はペーペーで

すから球拾いでただ見に行っただけでした。2年 3年

になり私もメンバーの一員で戦わせて頂いた時に、どう

しても勝てなかった中学校が明治中学です。これは明

治大学の野球部の人がコーチ、応援に来てるんです。

私どもの暁星中学というのはそういう人は誰もいない。

2年生の後半ぐらいになるとキャプテンが監督兼主将

をやっていた。私も 3年生になってからキャプテンを仰

せつかり、守備で一番無難なところがファーストだそう

で、私もファーストをやりました。打順は 3番だった。す

ごい強打者だなと思うと思いますが、自分がキャプテン

ですからお手盛りで 3番にしたということです。 

野球好きの友人から後楽園に野球を見に行こうと誘

われました。その頃プロ野球の球団は 7球団しかなか

った。リーグ戦が始まる前に、読売新聞の読売旗争奪

戦というトーナメントがあった。土曜日の午後、校則を

犯して二人で野球を見に行きました。その時の対戦が

巨人阪神だったんです。その頃の阪神は若林忠志とい

う七色の変化球を持ったピッチャーがおり、藤村富美

男とかそうそうたるメンバーがいまして阪神が優勝した

んです。子供心に初めてプロ野球を見て優勝したチー

ム。あこがれるのは当たり前だと思うんですが、それで

阪神の大ファンになりました。その時巨人が勝っていれ

ば今頃巨人ファンだと言っていると思います。 

戦前から野球はありました。その頃は戦争の影響も

あり、読売巨人軍、阪神軍、みんな軍隊の軍というの

が付いておりました。終戦後は名前が変更になり、読

売ジャイアンツ、阪神タイガース、中日ドラゴンズ、南海

ホークス、阪急ブレーブス、東京セネターズ、金星ゴー

ルドスターズになりました。 

東京セネターズというチームは、東急フライヤーズ、東

映フライヤーズという二つのチームを経て現在の日本

ハムファイターズになっております。金星ゴールドスタ

ーズには坪内さんという有名なセンターがおりました。

金星ゴールドスターズは、その後映画の大映スター

ズ、それから高橋ユニオンズと合併しまして大映ユニ

オンズというように名前を変えてきました。 

この時、選手の何人かはあだ名がついていたんで

す。皆さんよくご存じなのは、後で監督になって優勝し

た牛若丸吉田、そしてスワロー長谷川。塀際の魔術師

金田とか。阪急ブレーブスの右翼手にあだ名が「ヘソ

伝」という山田選手がおりました。巨人で有名な赤バッ

トの川上さんがライトにすごいライナーを打つんです。

普通ですとちょっと深く守っていたりするとライナーで飛

んできますから、前に走っていって取りますよね。山田

さんはあまり動かない。大丈夫かなあと思うとグローブ

をおへその前でとるんで「ヘソ伝」というあだ名が付い

ておりました。 

試合の時にシートノックというのがあるんですね。現

在でもありますが、現在の野球はものすごく真面目で

あまりシートノックを見て楽しむっていうことはないんで

す。初めて見に行った時、三塁手に監督は打ちます

ね。有名な 3塁手の藤村富美男がトンネルをしました

が、顔色ひとつ変えず、シャドーですね、取ってセカンド

ヘ投げる。セカンドが一塁へ送る。一塁は本当にボー

ルが来たようにしてホームに送る、こういうシャドーの

シートノックがあって、とても楽しかった。 

しばらくしてみなさんがよくご存知のパシフィックリー

グとセントラルリーグという二つのリーグが誕生したわ

けですね。セントラルリーグで、巨人、阪神、中日、この

三つの後に新しくできましたのが、国鉄スワローズ、現

在のヤクルトスワローズ、次に広島カープ。マツダがバ

ックになっておりましたので広島東洋カープいう名前で

出たんですが、今は市民の寄付でやっており、球場も



できましたし、完全市民の球団だということで広島カー

プいう名前で頑張っております。大洋ホエールズは、今

の DeNA ベイスターズですね。とてもたくさん変わって

いる。最初映画の松竹が松竹ロビンスを作り、その次

に水産会社が買い取り大洋ホエールズになりました。  

そのあと松竹が加わり大洋松竹ロビンスという名前に

なったんです。そして現在は TBS がバックアップしま

して DeNA ベイスターズいう風に変わって、この 6球

団が現在セントラルリーグを形成しております。 

パシフィックは毎日オリオンズというのが色々変わり

今の千葉ロッテマリーンズに代わりました。それから西

鉄クリッパーズというのが今の西武ライオンズ、南海ホ

ークスが現在のソフトバンクホークス、阪急ブレーブス

はオリックスバファローズに変わっております。東京セ

ネターズが日本ハムファイターズになり、楽天の三木

谷さんが買って新しく出来ましたのが楽天ゴールデン

イーグルスです。この 6チームによってパシフィックリ

ーグというのが出来上がりました。 

阪神は出だしがとてもいいんです。優勝するかなと

思って、大阪で阪神ファンに今年は優勝できそうです

ねと言うと、阪神は最初だけや、あとはアカンって言っ

てたらその通り、アカンでした。今年は十何ゲーム開い

たんですね。今年はこれは行けるかなと思いましたら、

やっぱりあかん。あと 6ゲームくらいスワローズが勝て

ば優勝だそうですから、私の大好きな阪神タイガース

は今年もまた見送りになりそうです。阪神の本社は２位

を望んでいるという話です。なぜかと言うと阪神百貨店

で準優勝セールができる。優勝するとメンバーの給料

を上げてやらなくちゃいけない。準優勝だとそこそこ抑

えられて非常に理想的なんだそうです。トップがそう言

うんじゃ、やっぱり阪神の優勝は今後もなかなかおぼ

つかないんじゃないかなと思っております。そんなこと

でこれからもプロ野球を楽しんで見ていただければい

いなと思います。 
10月 25日会長・幹事を励ます会 

 

浅草ビューホテル 27階にて 

２５８０地区委員会行事予定 

11月 8日（月） RLIパート１東武レバントホテル東

京 

11月 12日（金）ローターアクトクラブに関する座談

会 地区 YOU TUBEチャンネル 20：00～21：00 

11月 18日（木）ロータリー米山奨学金に関するワー

クシップ ホテルニューオータニ 

11月 19日（金）親睦ゴルフ決勝大会 千葉カントリ

ークラブ 

11月 20日（土） アクト地区行事 いのちの電話

12：45～15：00 ZOOM 

11月 26日（金）RLIパート１東武レバントホテル東

京 RAC 9：00～17：00 

11月 27日（土） RAC荒川水辺の美化活動 

 

次回の卓話 １１月８日（月） 

「お玉が池と千葉道場」 

千葉 まい氏 

（紹介者 向井史郎会員） 

本日の例会 １１月１日（月） 

ガバナー公式訪問 

「第５回クラブ協議会」 

 

東京上野ローターアクトクラブ11月第一例会 

「バレエ鑑賞例会」のご案内 

本例会は当クラブの会員であるブラウリオ・アルバ

レスが所属している東京バレエ団の公演を鑑賞い

たします。鑑賞の演目は、世界初演『かぐや姫』、

『中国の不思議な役人』、『ドリーム・タイム』の三部

構成です。アルバレス会員は『中国の不思議な役

人』のジークフリート役にて出演予定です。 

会場は1961年の開館以来、半世紀以上にわたり、

日本を代表する“音楽の殿堂”としての歴史を持つ

東京文化会館です。東京上野ローターアクトクラブ

の活動エリアにて、芸術の秋のひとときを皆様と過

ごすことができれば幸いです。ご参加を心よりお待

ちしております。 

日時：2021年11月6日(土) 14：00公演 (上演時間 

約2時間15分) 

会場：東京文化会館 

登録料(チケット代)：S席 \13,000 

事前振込。振込先は登録後お伝えいたします。 

 


