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会長挨拶 南 信行会長

11月第一週は法定休日でしたので本日は､ ３週

間ぶりの一般例会となります｡ その間の出来事を

お話します｡ 10月23日に特別名誉会員の中山富太

郎 (初代会長) さんが亡くなられました｡ 10月28

日�の朝刊で密葬にしたと知りましたが､ 当日は

｢森林 (もり) 例会・野々海高原｣ でしたので､

30日に箱清水のご自宅にクラブを代表してお参り

(神道) してきました｡ 娘さんの南澤早苗さんが

応対してくださり､ ロータリーでの思い出話とし

て､ 若い会員に積極的に話しかけてくださり､ ま

た卓話ではいつも必ずひょうきんな喋り方・笑い

を取る所があった等と話したところ､ 家庭でも同

じだそうで人前で話す原稿をよく考えられていた

様です｡ 早苗さんは若麻績幹事の小・中学校の同

級生だそうです｡

28日は本年度の一大事業であります分収育林野々

海高原の森林 (もり) 例会でした｡ 詳細は小山浩

太郎森林 (もり) 委員長に任せますが､ 青少年育

成の為の事前研修で30分卓話 (パワーポイント使

用) を23日長野女子高インターアクトクラブで25

日長野県短期大学にそれぞれ小山委員長､ 太田裕

志副委員長と伺いました｡ 当日の私の担当は３つ

の班に分けた女子高・県短の生徒を20分間ずつ現

地周辺の散策・自然観察でした｡ 週の始めから終

わりまで若い女子に囲まれて幸せでした｡

27日は土砂降りのなかでの親睦ゴルフコンペと､

夜は嬉しい松茸鍋懇親会でした｡

11月のお祝い事 おめでとうございます

＜会員誕生記念＞桐澤 満さん 小山浩太郎さん

相馬栄治郎さん

＜夫人誕生記念＞伊藤園子さん 坂本典子さん

高井まゆみさん

＜結婚記念会員＞伊東義次さん 柄澤重登さん

北川原健さん 松本克幸さん 中野欣哉さん

大橋東二郎さん 高井新太郎さん 若麻績信昭さん

幹事報告 瀧澤 聡副幹事

・今年度国際大会が2018年６月23日～27日､ カナ

ダのトロントで開催｡ 事前登録すると期日によっ

て登録料が減額されます｡ 確認の上､ 大勢の皆

様に参加くださいとのガバナーからの依頼です｡

・次週17日クラブ協議会開催 11：45～扇の間

森林 (もり) 例会報告 太田森林 (もり) 副委員長

先ほど会長からお話があったように10月28日に

森林 (もり) 例会が行われ総勢50名のご参加を頂

きました｡ 天候にも恵まれ作業も順調に進み､ 湯

滝温泉では次世代の方々達との交流も出来たかと

思います｡ ご協力頂きまして､ 皆様ありがとうご

ざいました｡

第1452回例会 2017年 (平成29年) 11月10日 (金)

ロータリー：変化をもたらす
ROTARY：MAKING A DIFFERENCE

11／17 本日のプログラム

会 員 卓 話 竹 内 喜 宜 さ ん

｢ロータリー財団について｣



出席・ニコＢＯＸ報告 林 智成例会運営委員
11/10 (会員51名) 出席36名前々回修正出席率91.83％

ゲスト 信濃グランセローズ 本西厚博監督

・柄澤重登さん☆11月３日は結婚して50年｡ あま

り実感がありませんが金婚式とのことです｡

・松本克幸さん☆ ｢ながのとびっく in わかほ｣

やっと完走しました｡

・西沢 徹さん☆松茸コンペ優勝してしまいまし

た｡ 準優勝の方が良かったかもです｡ 来年も頑

張ります｡ 森例会も皆様お疲れ様でした｡

・南 信行さん☆初代会長で名誉会員でいらっしゃ

る中山富太郎さんのご冥福をお祈り致します｡

・林 智成さん☆T-point 始めました｡ けんしん

で､ T-point がたまります｡

・合 計 15,000円 ・スヌーピー 6,993円

・累 計 312,599円

中山富太郎初代会長について 綿貫隆夫さん

中山さんが82銀行の頭取をされていた頃は､ ちょ

うどバブルが弾ける前でして､ 82銀行は他の地銀

と違って企業にどんどんお金を貸してビルを建て

るなど色々な事業はしないということを頭取とし

て決心されたようです｡ 他の方とは意見が違いま

したが､ 必要なお金だったらいいが､ そうでない

ものは押し付けるなという方針でした｡ このこと

が､ 中山さんの頭取時代の大きな判断の功績とし

て残っています｡ ロータリーでもいつも堅実であ

りしかもロマンを持っておられたとしみじみと思

い出されます｡ くれぐれもご冥福をお祈りしたい

と思います｡

会員家族委員会より 青木会員家族委員長

過日は松茸ゴルフコンペ､ 大雨の中､ そして霧

の中､ 参加の皆様ありがとうございました｡ ご案

内が遅れていますが､ 12月８日に年末家族会を犀

北館さんにて開催します｡ 今年は KoKoKiBando

という３名の音楽家の方に楽しい音楽をお届け頂

きます｡ お楽しみ抽選会もありますので是非ご家

族同伴でのご出席をお待ちしています｡

講師紹介 村田秀雄プログラム委員長

本日は信濃グランセローズの本西監督に急遽､

お越し頂きました｡ クラブ発足以来の優勝とのこ

とでおめでとうございます｡

ゲスト卓話 本 西 厚 博 さ ん

｢今シーズンを振り返って｣

本日はお招きいただきまして

ありがとうございます｡ 今シー

ズンを振り返ってと言うことで

ありますが､ 現役・コーチ・監

督とプロ野球人生を過ごしてき

たなかで､ グランセローズの話

もありますが､ 時間が余ればプロ野球の裏話もで

きますので遠慮なく質問してください｡

今シーズンは監督就任２年目になります｡ 昨年

就任した時は選手が27人全員決まっていて球団か

らこれで優勝してくれと言われましたが､ キャン

プ､ オープン戦を闘った中で､ これで優勝したら

凄い監督だと言うくらいの戦力でした｡ ですが､

選手を育てながらＮＰＬに選出するという面では､

河西投手をＤＮＡの育成１位に育てました｡ 成績

は前期３位後期２位とまあまあと思われますが､

優勝には程遠い戦力でありました｡ 2017年優勝す

るにはどうすればいいかと思案した中で､ 後ろを

固めて行こうと言うことを進めてみました｡ 投手

ではクローザーを決め､ 中継ぎ､ 先発と､ 必要な

人材を説得に説得を重ね無理言ってかき集めまし

た｡ それから足の速い選手が必要だと考え獲得し

ました｡ 打つのは何とかなるものですから｡ 2017

年このメンバーで自主トレに入ったら､ 何とかな

りそうな手ごたえを得ました｡ が､ オープン戦で

は散々な結果で､ ｢今年は投手次第では優勝でき

ます｣ と､ 本音での公言をしました｡ 本戦ではま

ず経験のある選手を使い､ 闘っていくうちに皆が

成長し優勝という結果に繋がりました､ やはり投

手がいいと強いチームになると確信しました｡

日本一を決める戦は､ ２勝２敗のあと天候のい

たずらで苦水を飲む結果となりました｡

本当の闘いは来季です｡ 来季の優勝で今季の優

勝が本物になります｡ 皆様の応援よろしくお願い

いたします｡ 卓話は以上ですが､ ここからはオフ

レコの質疑応答を受けます｡ ｢わいわい､ がやが

や｣ (ご本人の意思を尊重して､ これ以上の加筆

は控えさせていただきます｡)

会報当番：西沢 徹

例 会 案 内

11月24日 職場例会 11：30 善光寺山門集合


