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2021 年 10 月28日 第2453回例会
2019 年 3 月 14 日 10月第４例会
RIテーマ「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」
本年度会長テーマ

「新しい風と微笑みを」

「地域社会の経済発展月間」
「米山月間」
◆ 会長時間 ◆

への出張や営業所閉鎖などが考えられ、魅力ある

梶本会長

街づくりをして、多くの来広を呼び込む努力は必
10月は地域社会の経済発展

要でしょう。国内外の観光客・出張族に広島に来

月間です。

てもらうための魅力ある街づくりを在広ロータリー

雇用されているにもかかわ

クラブは、情報を交換し、力を合わせ「ひろしま」

らず１日にわずか１ドル90セ

ブランドの構築をしていかなければなりません。

ント（約220円）で暮らして

地区大会で次の表彰をいただきましたので、

いる人の数は、世界で約８億

表彰状を披露・伝達します。
ロータリー賞

人。ロータリーは、貧困問題に持続可能な解決策
をもたらすために活動しています。起業家とリー
ダーの育成、特に女性のエンパワメントは、地域
社会の発展に欠かせません。ロータリー会員とロー
タリー財団は、自立に役立つスキルの指導、家計
を支えるための就職支援等を通じて、人びとと地
域社会の自立を促していかなければなりません。

クラブ例会年間100％出席達成

話は変わりますが、在広ロータリークラブの活
動に、地域社会の未来像を語り提言をしていく委
員会がないように思えます。
商工会議所、青年会議所、経済同友会などに比
べ、社会奉仕へ重点が置かれ、地域の街づくり
や「ひろしま」の強み・弱みを考えたブランド構
築などに対応する委員会があってもいいのではと
思います。我がクラブのテリトリーでもある広島
市・廿日市などの街づくりを考えながら、地域社

100％出席者

会と色々な問題点を共有し、社会に貢献できる奉
仕活動を模索していくことが必要ではないでしょ
うか。
今後、DX（デジタルトランスフォーメーショ
ン）の推奨によりテレワークが普及すれば、地方

−1−

49年

諏訪

昭登 君

43年

長谷川

行信 君

委員会報告
プログラム・出席委員会
出 席 報 告 片山委員長
本
40年

山木

靖雄 君

35年

尾形

幸雄 君

日（10月28日・木曜日）
会員数

87名

出席者

65名

欠席者

22名

ご来客

0名

ご来賓

1名

ゲスト

0名

計

66名

4週前の例会2021年9月16日・木曜日
出席率
30年

川西

祐二 君

30年

中村

100％

哲朗 君

長寿会員表彰

同好会報告
紫雀会

鈴木世話人

10月例会が10月21日㈭ 午後６時より立町の
マージャンマックで行われました。
今月からメンバーに笹野君がジョインされ、
卒寿（90才） 尾形

会としては大変嬉しく思っているところです。

幸雄 君

ロータリー財団「ベネファクター認証状及

10月例会で見事勝利したのはオブサーバーの
高田さんでした。前半戦、後半戦ともマイナス

び襟ピン」の伝達

なく安定した麻雀をされました。２位は「指が
ベネファクター

動かん動かん」と言いながら初参戦された笹野
君でした。20年ぶりの麻雀だったそうです。３
位は私、鈴木でした。
次回例会は11月18日㈭ 午後６時となってお
ります。

西原

英治 君

ロータリー財団マルチプル・ポール・ハリ

会員記念日

ス・フェロー襟ピンの伝達

奥様お誕生日おめでとうございます。
上野（彰）
君

（10名）
沙夜香夫人

山縣君

美津恵夫人

南條君

あけみ夫人

松田君

郁子夫人

福田君

美子夫人

大地君

優子夫人

松岡（輝）
幹事

古屋君

高音夫人

例会後、４RC（南・西・西南・廿日市）の代

刀禰君

和子夫人

表が集まり、２月23日に開催される「ロータ

森𦚰君

芳子夫人

リー奉仕デー」in 宮島の第１回打ち合わせを

木本君

哲子夫人

第１回

会務報告

香川

浩史 君

行います。

−2−

松岡（輝）幹事に感謝を込めて出宝いたします。

9月決算月おめでとうございます。

紫友会

（６名）
田原君

㈱タハラ

10月例会で優勝の木本君はダブルで、準優

熊本君

㈱仁未来

勝の田原君、３位の柳原君、ブービーの諏訪（昭

柴田君

㈱柴田燃料商会

浩）君、ベスグロの田原君（合計ダブル）、シニ

斉藤君

日成産業㈱

ア優勝の木本君（合計トリプル）はご出宝をお

加藤君

㈱御菓子所高木

願いいたします。

𠮷田（大）
君

菱光産業㈱

紫雀会
10月例会で１位のオブザーバーの高田さん
からダブルをいただいております。２位の笹野

スマイルボックス

S A A 大植副委員長

君、３位の鈴木君、ご出宝をお願いいたしま

金本君（自主申告・大枚）

す。

７月10日に、芸南カントリークラブで開催
された紫友会 浜田会長杯の取切戦において、

卓

幸運にも優勝することができました。

話

過去何度か挑戦してきましたが、今回初めて
勝利することができ大変嬉しく思っています。

「名将とは…」

当日はハンディキャップに恵まれたことと、

元広島東洋カープ投手

何よりも同伴競技者の小橋君、原君、隅田君

小林 誠二氏

の力強い後押しをいただいたことが良い結果に
繋がりました。心から感謝申し上げます。
これからも体力維持のためプレーを楽しんで
いきたいと思います。

「名将とは…」と題しまして元広島東洋カープ
投手・小林 誠二さんに卓話をいただきました。

鈴木君（自主申告・ダブル）

カープ選手時代の裏話、他球団の監督のことな

日本経済新聞社主催の日経カップ企業対抗
ゴルフ選手権2021の決勝大会が９月25日茨城

ど、面白おかしく、楽しい時間を過ごすことがで
きました。

県つくばみらい市の筑波CCで行われました。
団体戦においてプルデンシャル生命保険が
２連覇し、通算５度目の優勝を果たしました
のでご報告いたします。

プロフィール
1958年１月22日生まれの63歳、広島県比婆
郡高野町（現：庄原市）の出身。

ゴルフも仕事も頑張っている会社でございま

広島県立広島工業高等学校に進学、エースとし

す。これからも皆様のお役に立てる会社を目指

て1975年の第47回選抜高等学校野球大会に出

しておりますので、どうかよろしくお願いいた

場（２回戦敗退）
。

します。

1976年ドラフト４位で地元広島東洋カープか

連覇を記念してダブルで出宝いたします。

ら指名を受け入団。

井下君（自主申告）、上野（寛）君、川村君

プロ入り当初はチームでも１、２を争う速球派

Web配信記念で行われた「３つのキーワード」

で同期入団の北別府 学より先に一軍昇格した。

に応募された方の中から、上野（寛）君、川村

肩を痛めてサイドスローに転向、1981年に西

君、井下の３名が抽選で見事当選。幹事の松

武ライオンズに移籍。そこでパームボールを習

岡（輝）君から山城屋の高級のりを頂戴しました。

得して頭角を現し、中継ぎ、抑えとして活躍。

家に帰ってからいつも食べている安物の「の

1982年のパ・リーグ優勝を決めた試合では胴

り」と食べ比べたところ、違いは歴然。大変
おいしくいただきました。

上げ投手となった。
1984年、高橋 俊春とのトレードで広島に復
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広島西RC 創立40周年記念事業

帰。同年、抑えの切り札として活躍するととも

「みずとりの浜公園トイレ」の今

に、最優秀防御率のタイトルを獲得し、チームの
セ・リーグ優勝を決める試合では、抑え投手な

広島西RC創立40周年記念事業として新築寄贈

がら先発完投勝利で胴上げ投手となった。しか

した「みずとりの浜公園トイレ」
。
「汚くて使いづ

し、パームボールを投げ続けたことで肘を故障

らい」との声を聞き、現地調査に行ってまいりま

し、1988年30歳で現役を引退した。

した。

以後、16年間広島テレビ（日本テレビ系列）で

10年以上が経ったためか外壁の木材は色褪せ、

野球解説者を務めていた。ズームイン朝！の「プ

ピカピカだった便器も薄汚れた感は否めません。

ロ野球イレコミ情報」に数多く出演。また広島

寄贈先の広島市が、定期的に清掃をされていると

の夕方の人気番組だった柏村 武昭のテレビ宣

いうことですが、今後、広島西RCとしても何らか

言（現：テレビ派）に毎週金曜日のコメンテー

の形で関わっていく必要があるかもしれません。

ターとして出演。
2005年より、中日ドラゴンズの２軍投手コー
チを務め、投手王国の建設に貢献され2012年
限りで落合 博満監督の退任に伴い退団。
現在は、CS放送のJスポーツ、ケーブルTV
のプロ野球解説、講演等を中心に活躍中。
2014年、高校野球・大学野球を教えることがで
完成したトイレ前にて（平成22年２月21日）

きる資格（学生野球資格回復制度）を取得「修
了認証番号

S-0661」
。

通算成績
222試合登板29勝15敗20セーブ 防御率3.70
タイトル
最優秀防御率投手賞（1984年）
日本シリーズ
新築時のトイレ全景

10試合登板３勝１敗（西武で２勝、カープで
１勝、両リーグ勝利投手は史上初）

卓話予告
日時
11/11㈭

テ

ー

マ

「ジュエリーの日に因んで」
㈱ナカオカ 企画部長 中岡英也 氏

現在のトイレ

広島西ＲＣ

例会日・木曜日 12:30〜13:30
例会場・ANAクラウンプラザホテル広島
会 長 梶本 政明
幹 事 松岡 輝明

検索

事務所・〒730-0011 広島市中区基町6-78
リーガロイヤルホテル広島13F
TEL 082-221-4894・FAX 082-221-4870
E-mail：hwrc@godorc.gr.jp
作 成・会報雑誌・広報委員会
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