第2227回

例会

2018年７月９日 P.M.0：30〜1：30 晴
●司会（川島悦雄会場副委員長）
●出席報告（鈴木謙一郎副委員長）
会員出席 136名中 104名 出席率 83.20％
前々回修正 出席率 97.56％
ゲ ス ト 中日ドラゴンズ 元チーフスカウト
法元英明氏
ビジター （名古屋みなとRC）直前会長 寺本善雄氏
〃
幹 事 棚橋 顯氏
（名古屋栄RC） 会 長 加藤龍雄氏
〃
幹 事 岡崎達也氏
●ロータリーソング（内藤貴雄副委員長）
「我等の生業
「名古屋中RCの歌」
●理事会報告（松原秀樹副会長）
①山口忍さんの退会の件が承認されました。
②占部憲一さんの出席規定免除の件が承認されま
した。
③新入会員入会受付の件が承認されました。
④新入会員入会の件が承認されました。
⑤９月プログラム案の件が承認されました。
⑥ロータリー交換留学生推薦の件が承認されました。
●副会長挨拶（松原秀樹副会長）
皆様、こんにちは。大勢の
方々の前でお話をする機会は
３年程遠ざかっていますが、
精
一杯頑張りますのでよろしくお
願い致します。本日、卓話のス
ピーカーとしてお越しいただ
いている法元さんのシュアな
バッティングは、
子どもの頃に
テレビで見てよく覚えております。
どうぞよろしくお
願い致します。
また、
ビジターに名古屋みなとRC直
前会長の寺本善雄さんと幹事の棚橋顯さん、
名古屋
栄RC会長の加藤龍雄さんと幹事の岡崎達也さんの
４名にお越しいただいています。皆様、例会をお楽
しみ下さい。昨日まで続いておりました未曾有の豪
雨によって大勢の方々が亡くなられたり、
被害にあ
わています。お見舞いを申し上げると共に、
１日も
早い復興をお祈りするばかりです。
さて、
先週の例会において、
「ロータリーの友」
をい
ただきました。
早速みますと最初のページに
「ロータ
リーの誕生とその成長」
そして
「日本のロータリー」
の

歴史が記されていました。
それによりますと、
20世紀
の初頭にシカゴでポール・ハリスが友人３人と語り合
い、
お互い信頼出来る公正な取引をして、
仕事上の付
き合いが親友関係にまで発展するような仲間を増や
したいという趣旨で、
1905年２月23日にシカゴロー
タリークラブを設立しました。
一方、
日本におけるロ
ータリークラブ設立には、
ポール・ハリスの片腕とし
てロータリーの組織をつくり、
海外拡大に情熱的に取
り組んだ初代事務総長チェスリー・ペリー、
そして設
立準備に奔走した米山梅吉、
福島喜三次などの先達
の功を忘れることは出来ません。
５月の職場訪問で
米山梅吉の記念館を訪れた際、
学芸員の方から日本
最初のロータリアンはアメリカのダラスでロータリー
クラブに入会した福島さんであると教えられました。
100年くらい前のアメリカ南部では人種差別があっ
たのではないかと思いますが、
そうした中で日本人
がロータリアンになったことは非常に大きな意味が
あると思います。
こうした方々の努力により、
1920年
10月20日に、
日本最初のロータリークラブである東
京RCが誕生し、
翌年には世界で855番目のクラブと
して国際ロータリーに加盟しました。
その後、
日本は
太平洋戦争に突入して一時脱退しますが、
現在では
国際ロータリーにおける日本の地位は不動のものと
なっています。
こうした歴史を知りながら、
山田会長
のもとで当クラブの歴史を知り、
ロータリーとは何か
ということをもう一度学び直し、
本年度は将来を考え
る重要な年にしたいと思います。
また、
当クラブの伝
統である若さと品格、
明るく楽しくをモットーに、
有意
義な１年を過ごしたいと思いますので、
どうぞよろし
くお願い致します。
●幹事報告
（山田典廣幹事）
①本日、
歴代会長会のご案内を袋入れ致しました。
ま
た、
ガバナー補佐訪問・クラブアッセンブリーのご
案内を対象者の方々に袋入れ致しました。
対象者は
役員、
理事、
委員長、
入会３年未満の新入会員です。
②次週７月16日㈪は祝日のため休会です。
③次々週７月23日㈪例会は例会変更で、
第１回親睦
例会をホテルナゴヤキャッスル
「天守」
の間にて開
催致します。
午後５時よりアペリティフ、
６時より例
会、
６時15分より親睦例会となりますのでお間違
えないようお願い致します。
④本日例会終了後、
午後１時40分より中長期ビジョ
ン策定会議第５回財務増強検討部会を２階
「旭」
の
間で開催致しますのでよろしくお願い致します。
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●親睦活動委員会報告（河村嘉希委員長）
７月23日㈪の第１回親睦例会の出席回答締切が
本日となっています。
是非ご出席いただきますよう
お願い致します。
●マリンクラブ報告（榊原克典さん）
８月１日㈬午後６時より、
錦
「鳴駒」
にて定時総会・
懇親会を開催致します。
ご欠席の方は、
委任状にご署
名とご捺印をいただき、
事務局までお送り下さい。
●ゴルフ会報告（川本浩史さん）
７月12日㈭午後６時より、ANAクラウンプラザ
ホテルグランコート名古屋の
「スターゲイト」
で総会
を開催致します。ご出席の方はよろしくお願い致し
ます。
●ニコボックス委員会報告（占部憲一委員）

卓

の球界を騒がすだけのことはあると思います。
ケガ
をする前、
ピッチャーとして投げた翌日は休養、
３日
目にバッターとして出場、
その後３試合出たら再び
ピッチャーとして投げるという繰り返しでした。
しか
し、
これを続けるのはやはり難しく、
どちらかに絞る
べきだと思います。
身体の大きいアメリカ人の選手
とは芯となる部分が違い、
なかなか彼らには勝てな
いのではないでしょうか。
ヤンキースの田中は、
最近
はスプリットボールばかりで、
身体を傷めたくないの
で楽をして投げようとしています。
大谷もいずれそう
なってしまうのではないかと心配しています。
先日、
セバ交流戦が行われましたが、
近年パ・リーグ
が圧倒しています。
では、
２つのリーグの違いは、
どこ
にあるのでしょうか？。
セ・リーグは巨人が大将で、
ど
の球団も巨人を倒そうと必死に戦ってきました。
しか
し、
ドラフトのお陰で巨人が徐々に弱くなり、
また巨
人に勝つことを目標にして戦ってきた他の球団も、
それと歩調を合わせて弱くなっていきました。
いま
では交流戦が始まるとセ・リーグの選手は嫌がり、
パ・
リーグの選手はやってやると意気揚々と試合に臨む
というように、
気持ちが全く違います。
前の東京オリンピックが開催された1964年、
私は
24歳でバリバリの１軍選手でした。
その年の６月18
日の巨人戦で、
王の打球を追ってコンクリート製の外
野フェンスに激突した私は、
そのまま気を失い、
救急
車で病院に運ばれました。
幸いむち打ちで済んだの
ですが、
そのケガのお陰で翌年からフェンスにスポ
ンジを入れはじめたので、
プロ野球界に大きな貢献
をしたと思っています
（笑）
。
いまではこうした危険も
なくなり、
外野手は楽をして野球をやるようになりま
した。
本日は、
本来のスカウトとしてのお話は出来ま
せんでしたが、
私の本の中に克明に書いてあります
ので、
どうぞそちらでお読み下さいますようお願い
致します。

話

◦例会臨時変更◦

ドラマは球場の外にある
中日ドラゴンズ

元チーフスカウト 法元英明氏
私は中日ドラゴンズに昭和
31年に入団し、
平成14年に退
団したので46年間在籍したこ
とになります。
これは球団史上
最も長い在籍期間だそうです。
１軍の選手、
コーチ、
２軍コーチ
や監督、
時には解説者を務め、
やっていないのは１軍の監督
だけです。
選手やスカウトの時のことを、
逐一話をす
ると３時間程必要ですので、
本日は野球界で起きて
いることや私の自慢話を聞いていただきます。
ここ
に来るまで大リーグの試合を見ていました｡今日の
試合では、
大谷は７回に代打で登場してホームラン
を打ちました。
この１点が決勝点となり、
エンゼルス
が勝利しました。
大谷は凄く存在感があり、
アメリカ
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メークアップ受付可（受付時間 11:30〜12:30）
★印の夜間受付時間は会場ホテルにてご確認下さい。

◦休会のお知らせ◦
８／13㈪
８／13㈪
８／13㈪
８／14㈫
８／14㈫
８／14㈫
８／14㈫
８／14㈫
８／14㈫

名 古 屋 東ＲＣ
名 古 屋 栄 ＲＣ
名古屋昭和ＲＣ
名 古 屋ＲＣ
名古屋名東ＲＣ
名古屋千種ＲＣ
名古屋名南ＲＣ
名 古 屋 錦ＲＣ
名古屋城北ＲＣ

─例会ご案内─
◦次週卓話予定
７月30日㈪
「もっと楽しくなる！大人のための歌舞伎トーク」
歌舞伎ソムリエ
おくだ健太郎氏

