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●斉	 	 唱  
ロータリーソング「ロータリー讃歌」 

 
●本日のお弁当  
	 小伴天 
 
●本日のお客様 
 
野球評論家	 木俣達彦様 

 
  
	 	 会 長 挨 拶  
 
本日は先週のシルバーウィークの連休の関係で 2 週間ぶり
の例会となりました。連休中は皆様いかがお過ごしになられま

したでしょうか。前回のインフォーマルミーティングには多く

の会員の皆様にお集まり頂きましてありがとうございました。 
	 先週の 27 日の日曜日に碧南市の消防団観閲式に、ロータリー
クラブの会長として出席させて頂きました。当日は雨が降りそうな曇り空でしたが、幸い雨

も降ることなく一連のセレモニーを見させて頂きました。当クラブの杉浦栄次さんが予備隊

長ということで訓練に参加されていましたし、その他多くの当クラブの会員の皆様も色んな

立場で参加されておりました。大変ご苦労様でした。 
	 この 27日というのが、ちょうど 1年前に御岳山の噴火がございました。火山の噴火が最近
続いておりますが、いちばん私の頭の中で衝撃的に残っていますのは、平成 3年 11月 16日
に長崎県の雲仙の普賢岳の噴火でございまして、あの時の火砕流で地元の消防団の方たちが

尊い命を落とされたということで火砕流の凄まじさを思い出しました。今回の御岳山の噴火

でも 58名の方が尊い命を落とされて、碧南市の中でも数名の方が当日犠牲になっておられま
す。その時の死因の多くが噴石によるもので火山の噴火の恐ろしさをしみじみと感じました。 

第２７４９回例会 平成２７年９月３０日(水) 

山中寛紀会長 



※六週連続出席率 100％の場合は記念品を差し上げます。  

	 消防団の団員の募集をかけてもなかなか地域で集まらないという話を時々聞きますけども、

こういった大きな災害に 1 番地元で活躍して頂けるのが消防団の方たちではないかと思って
おりますし、今後もし災害が起こった場合には私たちの身近な地域で 1 番頼りになる存在で
あると思っておりますので、そういった意味で消防団の方たち、予備隊の方たちのご健闘と

ご発展をお祈りするばかりでございます。 
	 そして今日はプロ野球の解説の木俣さんに来て頂いておりますので色々とお話が聞けると

いうことで楽しみにしております。 
	 プロ野球では我々地元のドラゴンズのペナントレースの成績があまり良くありませんでし

たが、今まで非常に活躍されたレジェンドたちがこの 1 年の間に引退されました。来年は是
非とも若い力でドラゴンズがペナントレースで暴れてくれれば良いと思っておりますけども、

それと同時にグランパスも今一つ歯車が噛み合わずに少し低迷しているようにございますが、

こういった地元のプロのスポーツが発展してくれると心がわくわくして、我々の毎日が楽し

く過ごせると思っております。	 

	 そういうことを来年に期待をかけまして、本日の挨拶とさせて頂きます。	 
	 
	 

	 	 幹 事 報 告  
 
	 幹事報告させて頂きます。 
・	 例会変更等については幹事報告書の通りでございます。 
・	 ロータリーレートが 124円から 120円ということで 4円ほ
ど円高になっております。先般、アメリカの利上げが一旦

先送りされたということで恐らくその影響を受けたものだと

推測されます。 
・	 理事会構成メンバーの皆様に来週の第 4回の理事会のご案内を差し上げております。メー
ルボックスの中に入れさせて頂きましたのでご確認をお願い致します。 

・	 ガバナー補佐杯のゴルフコンペのご案内を差し上げておりますけども、本日が締め切りと

なっております。今のところ 15 名の参加登録になっております。まだまだ余裕がござい
ますので是非ともご登録をお願い致します。 

   
	  委 員 会 報 告  
 
＜出席奨励委員会＞  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

	 総会員数 69名 (内出席免除者 18名の内出席者 15名)出席者 55名 

	 出席対象者	 55／66名 	 	 出	 席	 率	 	 	 	 83.33％ 

	 欠席者 14名(病欠者 0名) 	 	 前々回修正出席率	 100％ 

新美雅浩幹事 



＜ニコボックス委員会＞ 
山中	 寛紀君 ９月２６日、伊勢湾台風の日ですが、私共夫婦の結婚記念日でもあります。

今月初めにクラブより頂いたケーキに感謝です。翌２７日、御岳山噴火か

ら丁度１年、当市消防団観閲式に初めて出席させて頂きました。消防団や

予備隊の皆さんのキビキビした訓練を見せて頂き、頼もしく思いましたが、

ＲＣ会員の多くの方が色々な立場で当日参加して居られ心よりご苦労さ

までした。 
山中	 寛三君 先回、インフォーマルミーティングには私のつまらない話を聞いて、万歳

をさせて下さって有難うございました。 
平岩統一郎君 本年度、当番幹事の碧南商工会議所で開催した「碧海経済サミット」を無

事終了しました。 
小笠原良治君 宅配ピザ アオキーズとのコラボ商品「ピザキリンラーメン」なかなか好

評です。皆様も是非食べてみて下さい。 
  うまくタイミングが合わず出席できませんでしたが、会費を納付している

れっきとした会員です。忘れないで下さい。 
新美	 宗和君 ３２年目のカラオケ発表会が日曜日に開催され、多くの方にお越し頂きま

した。ありがとうございました。黒田さんには朝から応援いただき、大変

ありがとうございました。 
杉浦	 栄次君 ９月２７日（日）碧南市消防団観閲式を無事に挙行することができました。

山中会長、歴代団長の皆様、多くの市民の皆様の応援を頂き、誠にありが

とうございました。 
杉浦	 保子君 東京で暮らす長男が結婚しました。 
鈴木	 泰博君 本日の講師、木俣達彦様をご紹介させて頂きます。 
  先日は林様に大変お世話になり、ありがとうございました。追伸、平松さ

んはどこへ行ってもモテモテでしたね。うらやましいです。	 

 

卓 話  
 
「プロ野球よもやま話」  
野球評論家	 木俣達彦様 
 
	 今日は落合 GM の悪口を言うかもわかりませんので録画は

無しにしておいてよろしいとそういうふうに思います。 
	 今年はソフトバンクが断トツで優勝しました。そのソフトバンクの昨日、一昨日に行われ

たウエスタンリーグの試合に過去最高の 1,550 人の観客が入りました。ナゴヤ球場ですと大
体 200～300人が相場です。料金は大人で 1,000円掛かります。1,550人の観客が入ったとい
うことでソフトバンクは 2 軍の新しいドーム球場を造り、その横に練習場をもう 1 面造るそ
うです。孫さんはサッカー人気に負けてしまって野球人口が減ってしまうので、巨人ではな

く、ソフトバンクが中心となってやっていこうという考えのようです。 

木俣達彦様 



	 ソフトバンクでは選手同士のアドバイスが禁止されているそうで、まずはコーチと相談し、

それから監督と相談をしてどういう指導をするかという形になっており、それが非常にうま

くいっているようです。 
	 ソフトバンクの売り上げについてですが、1 位の巨人に次いで 2 位がソフトバンクで 200
億円になります。ドラゴンズは 100億円で去年は 18億円の赤字経営でした。落合さんが監督
に就任される前は黒字でしたが、就任されてからは赤字が続いております。それを中日新聞

社やエディオンやスズキ自動車が補填をしておりますが累積赤字が 10 年ぐらい続いており
ます。これを何とかしなければということで、今年は多くの年俸の高いベテラン選手をクビ

にして黒字体制にしようというのが今の球団の考えではないかと思います。 
	 ソフトバンクはなぜ工藤監督にしたのかといいますと、ある新聞記者から聞いた話ですが、

家に 6 台のテレビを置いていて、それで全部試合をチェックしているそうです。そしてソフ
トバンクの監督を引き受けるにあたってソフトバンクの全試合をオフの間に見て、それから

キャンプに出発したそうです。その結果、それぞれの選手の昨年の結果を全部知っており選

手は驚き、工藤監督の信頼が高まって今年は独走になったのではないかと思います。この研

究熱心な姿勢が監督就任に繋がったと思います。 
	 ドラゴンズは今年最下位に甘んじてしまった訳ですけども、来年はどうかといったら、来

年もたいしたことはないのではという感じを持っております。今年 9 人の新人が入りました
けれども、1 軍で活躍したと思われるのが 7 位で入団した遠藤だけで他の選手はほとんど活
躍がありませんでした。将来性を感じる選手もおらず、来年も最下位付近をうろうろしてい

るのではないかと思います。 
	 日本ではダウンスイングをした方が良いという教えがありますが、これはアメリカのドジ

ャースに巨人軍が 1 番最初に行った時に向こうのコーチが「日本人は体が小さいので長打力
が無いから、ゴロを打って内野安打を稼ぎなさい」ということで通訳が間違ってしまったの

ではないかと思います。ピッチャーがマウンドから 140 キロのボールを投げますと約 30～
40cm落ちます。ダウンスイングでは下に落ちるボールを上から叩くことになるので、ヒット
になる確率が非常に低いわけで下に落ちてくるのでゴルフスイングではないですが、ゴルフ

のような打ち方のほうが良いと思います。私はゴルフと野球のスイングはかなり似ていると

思います。 
	 個々の選手に合った指導が足りないのと根本的な指導方法が間違っているように私は感じ

ます。また、現在の日本は子供たちに過保護すぎるので野球人口を増やすにはその点を改善

していかなければならないと思います。 
 
 
 
 
 
 
 

次回例会案内	 
	 

平成２７年１０月１４日（水）	 衣浦グランドホテル  
卓話「明日も元気でいる為に！！」  
健康管理士・サプリメント管理士	 上井絹子氏  


