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ク�ラ�ブ 日　　時 内　　容
和歌山城南Ｒ．Ｃ 9月3日（木） 卓話 「９月１日『防災の日』にちなんで」 クラブ社会奉仕委員長　弥勒　多加志さん
和歌山南Ｒ．Ｃ． 9月4日（金） 卓話 「地震、集中豪雨…災害への備え」 和歌山市総合防災課危機管理調整員　津田　敏次さん
和歌山中Ｒ．Ｃ． 9月4日（金） 例会変更
和歌山北Ｒ．Ｃ． 9月7日（月） クラブフォーラム 「新世代月間に因んで」
和歌山アゼリアＲ．Ｃ． 9月7日（月） 移動例会（例会場休館の為サインの受付はありません。）
和歌山Ｒ．Ｃ． 9月8日（火） 卓話 「和歌の浦万葉薪能について」 万葉薪能の会　久保　博山さん
和歌山西Ｒ．Ｃ． 9月9日（水） 卓話　和歌山県危機監理官　森　崇さん
和歌山東南Ｒ．Ｃ． 9月9日（水） 東南育英会委員会

●卓話「高校野球の審判として」
 和歌山市立野崎西小学校教頭　宮本　博信さん

●ロータリーソング� 岸裏　廣澄 ソング委員長
「和歌山東ロータリーの唄」

●出席報告� 岸裏　廣澄 出席委員長
会員数５３名（内出席規定適用免除会員１０名）
８月２７日（本　日） ３５名 ８１．４％
８月１３日（メーキャップ後） 休会

本日の例会� 9月3日（木）

●クラブフォーラム「社会奉仕委員会」

●卓話「東南海・南海地震とその防災対策について」
和歌山県危機管理局総合防災課総括課長補佐
 小松　太賀雄さん

●ピアノ演奏� 中井　利枝さん
イチブトゼンブ（Ｂ’ｚ）
絆（山下康介）

●松本空港ロータリークラブとの合同例会

阪神タイガースは調子が上がって来ました。矢野も帰って来てホームランを打ちましたが、ちょっと遅すぎたよ
うです。来シーズンに期待します。それに引き換え、巨人は本当に強い。しかし、来シーズンは阪神がその位
置にいると思います。この夏、他のスポーツでも話題が豊富でありました。世界陸上でボルトが１００ｍ、２００ｍ
の短距離で、世界新記録で優勝。常識を覆す走りで、２００ｍでは１８秒台も見えてきたと云われています。女子

マラソンで日本の尾崎が銀メダル獲得。惜しくも最後に中国に競り負けましたが、これからが楽しみです。次はやり投げで村上
が銅メダルを獲得。日本人初のメダルで、体格で劣る日本人に不利な種目であり、ヨーロッパの報道陣の取材攻勢を受けたそう
です。
そして、最後に高校野球。今年もいろんなドラマがありました。高知－如水館の同一カードの２試合連続の降雨ノーゲーム。

これは史上初だそうです。こんな珍しいドラマから、決勝戦で驚異的な粘りを見せてくれた新潟代表の日本文理。この打線は、
一球に対する執念を見せてくれました。試合は中京大中京が勝ち優勝しました。７度目の優勝で史上最多です。しかし、今年
ほど厳しい優勝は無かったと思います。６点リードで最終回、マウンドにはエースの堂林が戻り、誰もが優勝の瞬間をエースが
飾るんだろうと思ったに違いありません。そして、簡単に２アウトを取り、後アウト一つで優勝と言う場面で、中京大中京は少し
油断が出たのか、片や日本文理は未だ終わってはいないぞと言う気魄が、その後の誰もが想像しない展開を呼ぶことになった
と思います。次のバッターの切手君が四球を選び、その後の打線の爆発に繋がっていった。難しい球をファールする技術。２
年前の阪神の新井を見るようです。４点差になった次の打者が簡単なサードフライ、これで誰もが終わったと思った瞬間、声の
連携ミスで取れず、その後、冷静さを失った堂林はデッドボールを投げてしまった。その後も連打、後一点差で、次の打者の
痛烈な打球は悲運にもサード真正面でゲームセットとなった。この驚異的な打撃の粘り、技術は一球バッティングといって、日頃
フルカウントを想定し、一球の見極めを練習してきた成果だそうです。すごい試合で感動致しました。
話は変わりますが、本日皆様の袋の中に、増強委員会で作成して頂いた会員増強のリーフレットを３部入れさせて頂いていま

す。会員増強に活用して頂くよう宜しくお願い致します。

会 長 報 告 谷口　文利�会長

皆さんこんにちは。幹事報告を申し上げます。
９月１７日（木）に、小門蔦子ガバナー補佐をお迎えし、第３回クラブ協議会を開催致します。当日例会終了後
は、各委員長さん、又は副委員長さんは御出席の程宜しくお願いします。尚、定例の理事・役員会は９月２４日
（木）の例会終了後に延期致します。

２００９－２０１０年度第２６４０地区第３組Ｉ.Ｍ.が和歌山Ｒ.Ｃ.をホストクラブとして１０月３日（土）に県民文化会館小ホールに於い
て開催されます。
次年度は我がクラブがホストクラブになります。前の理事・役員会で笹島会員を実行委員長に、村田会員と前田会員を副委

員長になって頂く事に承認を得ました。皆様の御協力、宜しくお願いします。

５年前に田原会員の慶風高等学校の校歌を作りました。
　１．山青く故郷の……我らの望みを共に語らん。
　２．水青く故郷の……我らの理想を共に掲げん。
　３．天高く故郷の……我らの母校と共に歩むまん。

先日生徒から歌詞の意味が解らない。「語らん」は「語る」に、「掲げん」は「掲げる」に、「歩まん」は「歩む」に直すべきでは？ との
質問があり、うろたえました。
昨今の若者は、文語文との出会いが無くなっている事を知りました。以上幹事報告です。

幹 事 報 告 野上　泰造�幹事

メーキャップ情況

８月２５日（火）和歌山Ｒ.Ｃ.　堀井　孝一 / ８月２８日（金）和歌山南Ｒ.Ｃ.　赤井　雅哉、上中　崇司、内畑　瑛造、角谷　芳伸、
亀田　直紀、糟谷　元春、田中　完児 / ８月３０日（日）地区委員長会議　古屋　光英

（敬称略）

次回の例会� 9月11日（金）Ｐ．Ｍ�６：３０〜�於�高野山・恵光院

玉置　博康さん 宮本先生、卓話ありがとうございます。
島　　公造さん  宮本先生、本日卓話ありがとうございます。

楽しみに聞かせて頂きます。
松田　洪毅さん  本日は宮本博信様においで頂きました。よ

ろしくお願いします。
岡野　年秀さん 家内の誕生日のお花ありがとうございます。
山本　進三さん   １１月の「月見例会」の名前を変更します。

また決まったらご報告します。
堀井　孝一さん 家内にお花ありがとう。
堀井　孝一さん 今日少し早めに帰ります。
岸裏　廣澄さん  寺下先生大変お世話になりありがとうござ

いました。
樫畑　友洋さん  家内に素敵なお花をありがとうございました。
藤井　義宣さん  遅ればせながら新入会員歓迎会ありがとう

ございました。
藤井　義宣さん   ８月２１日の妻への誕生日祝いもありがとう

ございました。
谷口　文利さん 宮本様、卓話宜しくお願いします。
野上　泰造さん 宮本博信先生よろしくお願いします。

瀧川　嘉彦さん  もうすぐ夏休みも終わりです。今年は天候
不順で子供達と遊べなかったのが残念です。

阪神タイガース応援団一同
 クライマックスに出れるか？ ６、５差ガンバレ！！

〔お誕生日お祝い〕
三毛理一朗さん　八幡　建二さん
田原　久一さん　亀田　直紀さん

にこにこ箱� ありがとうございました

 本日の累計  ９３，５００円（計１６名　１９件）（お誕生日お祝い  １０３，０００円　皆出席  ５，０００円　その他  ６１０，７７２円）  累計額  ７１８，７７２円 
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高校野球の審判として 和歌山市立野崎西小学校教頭　宮本　博信さん

１. はじめに
人との出会い御坊で（人権教育）２年／和歌山野崎西小（体育）８年／中之島小　小体連事務局　加藤校長
　菅野教育次長／審判をするようになった（国語・体育）９年／和歌浦小学校（総合的な学習）８年／宮前小（人
権教育）２年　野崎西小（体育）３年
２. 「保護者から学ぶ」

「１勝だけさせてやって下さい」背番号１０番の先発メンバーでない３年生の保護者が神頼みをした。８回の負けがほぼ決まり
かけたゲームに代打として出てきた。送りバントが野手の間にうまく転がり内野安打。それ以降、次のゲームより先発メンバーで
活躍した。
「いい夢をみせてもらいました。野球を始めて１０年、素敵な仲間に出会えて子どもも親も最後にいい思い出ができました。怪我
をして思うように野球ができず悔しい思いをした日 ・々スランプで全く打てず苦しかった日々。様々なことに不信感が募ったこと。
努力が報われると分かった事等々…野球を通して多くのことを学んだはずです。これからの人生に生かしてほしいと思います。
私たち親も、子どものお陰で貴重な経験をいっぱいさせてもらいました。
子を思う親の気持ちと担任が学級の子を思う気持ちは違えども共感するところがあるのでは…

３. 「監督から学ぶ」
甲子園に出るには、「監督の思いのままに何でもできる選手が３人」「監督の思いを汲んで黙っていても行動できる選手が３
人」「監督の思いなんか全く無視で行け行けの選手が３人」

４. 「先輩審判から学ぶ」
◦「宮本、ボールは１つしかない。２時間絶対目を離すな。」（玉置審判長）
◦�「審判員として最も大切なことは、そのゲームにどれだけ集中できるかである。集中するためには、雑念をなくすことである。」
（郷司氏）
◦�「審判員は基本を忘れてはならない。基本とは何か。それはよく見える位置に入り、静止して見極め、ジャッジすることであ
る。」（三宅氏）
「１００回のうち９９回は無駄と思える動きであっても、残りの１回のプレーに備えて、常に怠ることなく動くことが大切である。」
（清水氏）
◦「同じ注意、助言を何人かに言われるということは、そこを直さねばならない。」
◦�努力をすれば必ず達成できる。５回でできる人もいれば、１００回してもできない人もいる。１００回してもできなければ２００回
すればよい。「できない」という言葉を言うな。言うのは死ぬ時だ。
◦�見る努力をする。そうすれば、野手・走者が見えてくる。しかし、一番よい位置でも突如として一番悪い位置になる。
◦人のミスを笑うな。俺でなくてよかったなんて思うな。仲間なのだから。
◦�判定を間違えただけで、人生を否定されたように、世間から言われる。苦しいけれどそういう場所でやらせて頂いているの
だ。責任感を持ってやってくれ。
◦一生懸命した人には、必ず報いがある。
◦甲子園には魔物が住んでいる。正しい行ないをすること。
◦言うだけではだめ。自らが実行すること。そして自らにプレッシャーをかける。
◦�やめるまで失敗の連続。「○○さんがアウトと言うのだからアウトだ」といわれる審判になる努力をする。手を横に組みえらそ
うにしているのはだめ。
◦�球審をしていて、１試合５、６球のミスはあるかもしれないが、それを３、４球に減らす努力を怠るな。油断をすれば７、８球のミ
スにつながる。間違いをなくすためには基本を守る。見逃しの三振が多いということは…
◦よい位置を捕手に与えられているのではだめである。よい位置を探しにいく努力をすること。
◦調子がよいと思ったときほど危ない。（油断があるから）
◦審判をすればするほど、より真摯な態度でありたい。
◦グランドに立つのは、選手と審判だけである。目線を下げよう。
◦�いい加減な気持ちでやるやつは辞めればよい。技術は余り変わらない。技術ではない。余裕などない。試合に重みを感じ
てやれ。答えはない。
◦目配り、気配り、心配り

５. 終わりに
国民的行事、日本の文化である高校野球が、野球（勝利中心に重点を置いた）からベースボール（勝利も重要だが、打っ

て守って走る野球の良さを大切にする）にいかに指導者の意識を変革するかが重要な課題である。
昨年の試合時間の平均は、２時間１４分であった。試合開始時間が遅れると、お客様が疲れる。試合が始まる直前まで球
場に入れない。４試合目のチームが、試合開始予定時間１６時が１７時になるということは、アイドリングストップの車で１時間
待つということである。テンポのあるハツラツなゲームをしなければ高校野球が衰退していく。
高野連の審判として、無駄を省ける所は徹底的に省くことの大切さを和歌山の若い審判員にも伝え、紀三井寺で「ナイス

ゲーム」が一試合でも多く見られるようこれからも頑張りたい。

卓　話

本日、カンボジア　スナーダイクマエ孤児院に対する５日間視察のスケジュール等を皆様に配布しております。
この奉仕活動は始めて１０年ぐらいとなりますので「このままでよいのか」ということも踏まえて是非とも多くの方に
ご参加頂き、それによって次の方向を考えたいと思います。申込書は３名書けるようになっておりますが、もっと
多くても結構です。９月７日までに事務局の方にご提出をお願いいたします。宜しくお願いいたします。ありがと
うございました。

国際奉仕・世界社会奉仕委員会 田原　久一�委員長

９月１７日にガバナー補佐を迎えたクラブ協議会があります。会員増強委員会としましては理事会の承認を得
て活動計画書を変えました。９月３日例会終了後、会員増強委員会を開きたいと思いますので、関係の方はお
集まりいただきたいと思います。
本日、当クラブ案内を皆さんに配布しておりますが、是非、目を通していただきたいと思います。会員増強

に皆様の一層のご協力をお願いしたいと思います。ありがとうございました。

会 員 増 強 委 員 会 野井　晋�委員長

本日皆様のテーブルに、劇団  往来プロデュース「・・・もう一人の君に！」～夏子～  という骨髄移植のお話の
チラシをお配りしております。１０月１日に劇団員の栄羽信子さんという方に、寺下先生のご紹介で卓話のお願
いをしてございます。是非ご家族で骨髄移植についてお考え頂きたいと思い、今日はパンフレットをお配りして
おります。１０月１０日１８時、この講演がございますので是非ご家族で見ていただきたいと思います。宜しくお願
い申し上げます。

プログラム委員会報告 松田　洪毅�委員長

委 員 会 報 告

東ロータリークラブの皆さま、笹島様
暑中お見舞い申し上げます。和歌山は暑いと伺っておりますが、皆さまお変わりありませんでしょうか。
現在、スイスのローザンヌでフランス語の授業を受講しております。渡航したのちに、なかなかこちらで

の生活が落ち着かずご連絡できず申し訳ありませんでした。つい先日までオランダのライデン大学で英語
コースを受けていたのですが、ライデン大学が寮を用意してくれるはずが出国一日前になってやはり用意

できなかったため自分で探すようにといわれオランダ到着当初家がありませんでした。結局、最初はユースホステル住まい
で、その後法学部が格安物件をみつけてくれて移動したのですが、ネット環境はなく、ベッドと窓が壊れており窓から鳩が
入ってくるという貴重な経験を致しました…。海外の機関は万事適当なので、たとえやってくれるといっても決して任せては
いけないと学びました。
スイスへは、24日に到着したばかりです。ライデンで石畳をひきずりすぎたせいでトランクのキャスターが壊れ荷物を引き
ずってなんとか家まで辿り着きました。こちらはロータリーと提携している語学学校が住居を用意してくれたのですが、家賃
が約10万円近くするらしく、高すぎるのでなんとか移動できないか考えております。ここでも、インターネットに接続できない
ため申し訳ありませんが、お返事に時間がかかってしまうと思います。
9月11日からは、ジュネーブに移動しいよいよ本コースの始まりとなります。授業が始まると宿題と論文で睡眠時間3時間

の軍隊のような生活と聞いておりますので怖いですが、楽しみでもあります。
苦労話ばかり書いてしまい申し訳ありません。楽しいことも本当にお伝えしきれないくらいありました。ライデン大学では、

世界中の裁判官や弁護士のお友達ができ、一緒にカレーをつくったりと本当に人に恵まれたと思います。日本のカレーは
皆さんに大人気でした。彼らとは一生の付き合いにしたいです。
アジア人というだけでいわれない差別をする人もいますが、2人敵意をむける人がいれば10人は味方してくれる人がいる
ので負けません！　日本にいるときから、ロータリーの皆さまとのつながりをはじめとして人の優しさにいつも救われておりま
す。苦労はきっとこの先も絶えないと思いますが、すべて将来につながるためのものだと思うと、ありがたく思えます。本当
にこの機会を与えてくださった皆様に改めて感謝申し上げます。それでは、また可能な時にご連絡申し上げます。どうぞお
元気でいらしてください。

松本　歌織

ロータリー財団国際親善奨学生（送り出し）
松本歌織さん状況
７月下旬に、日本を出発し、第一志望のジュネーブ大学に入学する為に、フランス語の再勉強を終えんと努力されていま
す。希望通りに進んで成功される事を祈って止みません。 カウンセラー　笹島　良雄

ロータリー財団国際親善奨学生　松本歌織さんより


