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●斉  唱 
 

国歌「君が代」 

ロータリーソング「奉仕の理想」 

 
●四つのテスト唱和 

 

●本日のお弁当 
 
 衣浦グランドホテル 

 

●本日のお客様 
 

愛知県立岡崎工業高等学校 教諭 伊良皆髙芳様 

西三河分区ガバナー補佐 大髙敏睦様（西尾ＫＩＲＡＲＡＲＣ） 

西三河分区Ｉ．Ｍ実行委員長 磯貝総一郎様（西尾ＫＩＲＡＲＡＲＣ） 

 
 
 

会 長 挨 拶  
 

皆さん、こんにちは。今日は商工会議所を使う事ができない

という事で、衣浦グランドホテルさんで開催させていただいて

おります。 

 先日、衣浦グランドホテルさんの裏で桜まつりがございまし

て、とても綺麗でした。あっという間に桜というのは散ってしま

いますけども、まだ今週の土日もありますので、皆さんも足を運んでいただければと思いま

す。 

 挨拶が遅れてしまい、申し訳ございません。本日はお忙しいところ、大髙ガバナー補佐さ

んと磯貝 I.M 実行委員長さんにお越しいただきまして、ありがとうございます。 

 本日の卓話の講師の伊良皆髙芳さんですけども、先日までは碧南工業高校の優しい野球部

の監督さんでした。現在は岡崎工業高校の先生という事で、野球を通じての色々な事をスピ

木村徳雄会長 



※十週連続出席率 100％の場合は記念品を差し上げます。 

ーチしていただきますので、楽しみにしております。 

 本日はこれで終わりますので、私の雑学の話は来週に持ち越しという事にさせていただき

ます。 

 ありがとうございました。 
 

  幹 事 報 告  
 

 幹事報告をさせて頂きます。 

・ 他クラブの例会変更は幹事報告書の通りでございます。 

・ 国際ロータリー日本事務局より 4 月のレートのお知らせ

が届いております。現行の 1 ドル 108 円より 104 円となり

ます。 

・ ガバナー月信 4 月号掲載のお知らせが届いております。 

・ 西尾 KIRARA ロータリークラブより、「西三河分区 I.M 記録」データ（PDF）が届いて

おります。 

・ 本日の例会終了後に第 10 回の理事会を開催致します。役員、理事の皆様方はお忘れの無

いようによろしくお願い致します。 

 
 

  委 員 会 報 告  
 

＜出席奨励委員会＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ニコボックス委員会＞ 

西三河分区ガバナー補佐 大髙敏睦様、Ｉ．Ｍ実行委員長 磯貝総一郎様 

        皆さんこんにちは。今日はＩ．Ｍのお礼のご挨拶に来ました。歴史ある碧

南ロータリーさんのご協力に感謝し、ニコボックスします。 

木村 徳雄君  本日はようこそ大髙ガバナー補佐並びにＩ．Ｍ実行委員長さん又、講師の

伊良皆さん、碧南ＲＣにお越しくださいました。ありがとうございます。 

角谷 信二君  町内会長なんとか務め終えました。 

黒田 泰弘君  良い事がありました。 

大竹 密貴君  信貴山真言宗教化部長を拝命いたしました。任期３年、職務が無事に全う

できます様、願っております。 

奥津 順司君  ご利用ありがとうございます。 

苅谷 賢治君  本日の卓話講師、伊良皆髙芳様を御紹介させて頂きます。 

 総会員数 68 名 (内出席免除者 16 名の内出席者 8 名)出席者 52 名 

 出席対象者 52／60 名   出 席 率    86.67％ 

 欠席者 16 名(病欠者 0 名)   前々回修正出席率 100％ 

角谷信二幹事 



＜親睦活動委員会＞ 

会員誕生日 

２５日 石川 春久君 

 

奥様誕生日 

 ２日 平岩統一郎君の奥様  和恵様   ５日 新美 真司君の奥様  琢美様 

 ６日 杉浦 保子君のご主人様 義己様  ６日 杉浦 邦彦君の奥様 真理子様 

 ７日 新美  孝君の奥様  信子様   ８日 藤関 孝典君の奥様  千智様 

２１日 長田 銑司君の奥様 美代子様  ２４日 倉内  裕君の奥様  月子様 

２５日 長田 豊治君の奥様  妙子様  ３０日 鈴木 泰博君の奥様  恵子様 

 

結婚記念日 

 ５日 岡島 晋一君・朋子様  １０年   １６日 石川 春久君・美鈴様  ４８年 

１７日 倉内  裕君・月子様  ４５年   １７日 林  俊行君・としめ様 ３０年 

１７日 奥津 順司君・美恵子様 ３６年   ２０日 岡本 明弘君・早百合様 ３６年 

２９日 貝田 隆彦君・直美様  ２９年   ２９日 一柳  成君・策子様  ２８年 

 

入会記念日 

 ３日 岡本 彰人君 

 ４日 平松 則行君 

 ６日 安井  稔君 

 
 

卓 話  
 

「高校野球を通じての人間教育」 

愛知県立岡崎工業高等学校 教諭 伊良皆髙芳様 

 

 こんにちは。只今、ご紹介に与りました伊良皆髙芳と言いま

す。見ての通り、日本人離れした顔をしていると思うのですが、

沖縄県の石垣市出身で、石垣島と言った方がわかりやすいと思うのですけども、名古屋から

約 1,700km 離れています。昔は船で 3 日ぐらい掛かりました。飛行機だと那覇を経由して 4

時間ぐらい掛かりました。今は直通がセントレアから出ており、3 時間半ぐらいで行けると思

います。私は生まれた頃はのんびりしておりまして、ほとんど海・山・川で遊んでいました。

そして、少年野球をして、中学も野球をして、高校は沖縄水産高校に行きました。当時は那

覇市にありましたが、現在は糸満市に移転しました。少年野球から高校までほとんど勉強も

せず野球に明け暮れていた青春時代で、高校野球の監督としての第二の青春時代が先月で区

切りがつきました。退職という形なのですが、なかなか退職したという実感が湧いておりま

せん。再任用であと 3 年教諭をして、62 歳から年金が貰えるので、そこで第三の人生をどう

しようかなと今考えております。もし、60 歳で切りが良ければ石垣島に戻って、島々の中学

伊良皆髙芳様 



校の野球に携わりたいなというのが希望だったのですが、この 3 年間が大きなもので、この

先どうなるのかなと思っている状況です。 

 高校野球だけが特別な扱いをされる風潮がありますが、全てのスポーツを通して人間教育

ができる。もっと言うと、学問を通しても人間教育ができると私は思っております。 

 高校野球を通じて強い肉体と強い精神力を作って、逆境に強い人になってもらいたいとい

うのを私の最大の目標にしてきました。だから、辛い練習の中から逃げずにやり通すという

根性を作れば野球の試合の中において、ピンチの時に厳しい状況に動揺せずに集中力を高め

て攻めの姿勢でいる事ができる。チャンスになった時に気持ちが弱い子はチャンスがピンチ

になってしまいます。それでは勝負事は勝てないよという事で、色々な方法で緊張感を取っ

てあげる事をしておりました。やっぱりチャンスの時は良しという気持ちで、ピッチャーが

緊張して投げてくる球を見極めて狙いを定める。そこでそのバッターが緊張していてボール

球に手を出した段階でピッチャーが生き返ってしまうので、相手を助けてはダメ。その駆け

引きにはその子の精神状態が強くなければ冷静にせめぎ合いはできない。同じ技量の者同士

が戦うことになると冷静に判断して相手の攻めを防げるか、隙を見てどう攻めるかが重要で、

そのせめぎ合いはいくら野球のできる人でも緊張して体が動かない、ぼーっとして頭が働か

ないという事であれば、その人が持っている精神力の強さがないからだと思っております。

ある意味では高校野球は 7 対 3 の試合がひっくり返るというのは、そういうメンタル的なも

のが関わっており、力を出せる者と力があっても出せない者がいます。高校野球の面白さは

そこにあるんじゃないかなと私は思っております。 

私の練習はハッキリしておりまして、長距離と短距離を組み合わせたもので、3 ヶ月間我慢

すれば変わるよと生徒たちに言っておりました。生徒たちは一冬を越すと明らかに成長しま

す。辛い冬の練習を耐えた事で、体力もついているし、体力がつくという事は 9 回を持続す

る体力があり、粘り強さもあり、精神的にも強くなっています。 

 生徒たちを変えるというのは、教育者が生徒たちに愛情を持っているかという事で、生徒

たちに教育者の愛情が伝われば辛い時でもやり通せる。元気のある子やない子も愛情を持っ

て接していけば変わっていき、成長してくれると思っております。 

 まとまりの無い話になりましたけども、今日はご清聴ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回例会案内 
 

平成３０年４月１８日（水） 

卓話「５ミリの黒い粒から世界平和を考える」 

ＫＵＲＡＴＡ ＰＥＰＰＥＲ Ｃｏ.,Ｌｔｄ  代表 倉田浩伸氏 


