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●司会            白石 浩司 ＳＡＡ 

●点鐘             増田 昌美会長 

●斉唱    それでこそロータリー 

       ♪ソングリーダー 須山 文夫 

 

卓話者の紹介          増田 昌美 会長 
野球解説者 元大洋ホエールズ投手 遠藤 一彦 様 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ゲストの紹介          増田 昌美 会長 
第２５９０地区 第１グループガバナー補佐 
          （川崎幸ＲＣ） 神戸 博 様 
米山奨学生              林 薇 様 
奨学金の贈呈          増田 昌美 会長 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
来訪ロータリアンの紹介  岩井 茂次 親睦委員長  
川崎ＲＣ             小口 和久 様             

川崎中央ＲＣ           渡辺 雅夫 様 

川崎マリーンＲＣ         山本 栄次 様 

川崎西プロバスクラブ       荻野 高秋 様 

 

会長報告            増田 昌美会長 

１．地区大会の記念チャリティーディナーショーの出欠

確認を回覧させていただきます。 

   日時：平成２３年１０月４日(火) 午後６時～ 

   場所：横浜ロイヤルパークホテル 

２．地区大会 東日本大震災チャリティーゴルフ大会の

案内が届いておりますので、回覧させていただきま

す。 

   日時：平成２３年１０月１１日(火) 

   場所：横浜カントリー倶楽部 

３．クラブ新世代奉仕委員長会議に３名の会員が出席し

ます。 

   日時：８月２９日（月） １５：００～ 

   場所：メモワールプラザソシア２１ 

   出席者：水口新世代奉仕委員長、須山ＩＡ委員

長、牛山ＲＡ委員長 

 

 

 

 

 

 

第１８７２回（本年度 第７回） 例会 平成２３年 ８月２４日  －晴－ 

川川川崎崎崎大大大師師師ロロローーータタタリリリーーークククラララブブブ週週週報報報   

第３９期 

会 長 増田 昌美 

副会長 竹中 裕彦 

    村石 庄作 

幹 事 武者 惠吾 

ＳＡＡ 白石 浩司 

 

例会日：毎週水曜日 ＰＭ１２：３０～ 

 

例会場：大本山川崎大師平間寺信徒会館 

事務局：〒210-0812 神奈川県川崎市川崎区東門前 1-15-10 カーサ石井 1F 

 
Tel.044-277-7569  Fax.044-288-8550 

URL http://kawasakidaishi-rc.com/E-mail:daisi-rc@eagle.ocn.ne.jp 
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幹事報告            武者 惠吾幹事 

１．本日、20 時より川崎大師 RC 事務局に於いて川崎

大師ローターアクトクラブの例会があります。 

  地区ローターアクト代表公式訪問でもありますの

で、時間の許せる会員は参加のほど宜しくお願いし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席報告          船木 幸雄出席委員長 

会員数 対象者 出席 欠席 出席率

1872 回 60 51 40 11 78.43 ％

1870 回 60 53 36 17 67.92 ％

3 修正出席率 73.58 ％前々回の修正・ﾒｰｸｱｯﾌﾟ　
 

 

メークアップ 安藤 賢一・村石 庄作・渡辺 冨士夫 

                     各会員 

 

スマイルレポート(ニコニコボックス) 

竹中 裕彦 副会長 

第一グループ ガバナー補佐     神戸 博 様 

川崎大師ロータリークラブ、増田会長はじめ、会員の皆

様、こんにちは。第一グループガバナー補佐の神戸です。 

本日は、特別卓話のご案内をいただき、ご拝聴いたした

くお邪魔しました。宜しくお願い申し上げます。 

川崎中央ＲＣ           渡辺 雅夫 様 

大師の皆様、本日はお邪魔します。 

遠藤一彦様、熱狂的な大洋ファンでした。 

川崎マリーンＲＣ         山本 栄次 様 

久しぶりにメイクにまいりました。宜しく御願い致しま

す。遠藤様、本日の卓話楽しみにしております。 

沼田 直輝 会員 

昨日は野球部会を欠席しましてすいません。次回大会は

頑張ります。 

須山 文夫 会員 

妻の誕生日に素敵なお花をありがとうございました。 

安藤 賢一 会員 

所用の為、早退致しますので。 

野沢 隆幸 会員 

荻野さま、お久しぶりです。お元気なお姿に接し嬉しく

存じます。 

宮山 光男 会員 

本日、所用の為、早退させていただきます。 

船木 幸雄 会員 

増田会長、先日の花火ではお世話になり、ありがとうご

ざいます。とても楽しく時間をすごせました。 

渡辺 冨士夫 会員 

遠藤和彦さま、ようこそ大師ＲＣへ。関東石晶会（副会

長）では御世話になっています。 

都合で欠席します。 

本日のニコニコのテーマ 

「遠藤様、本日は卓話よろしくお願いします。」 

♪川崎西プロバスクラブ 荻野高秋 様♪ 

♪横山俊夫♪増田昌美♪中村眞治♪竹中裕彦 

♪村石庄作♪武者惠吾♪長島 亨♪船木幸雄 

♪牛山裕子♪鈴木節夫♪鈴木昇二♪細谷重徳 

♪矢野清久♪坂東保則♪水口 衛♪飯塚元明 

♪布川二三夫♪岩井茂次 

各会員 

 

委員会報告 

増強委員会          中村 眞治 委員長 

本日開催予定の合同委員会は、次週に延期いたします。 
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卓話者の紹介          谷澤 幹男 会員 

遠藤 一彦 様 

生年月日 昭和 30 年 4 月 19 日 

1978 年 東海大卒 同年横浜大洋よりドラフト 3 位 

    指名で入団 

1983年 最多勝、沢村賞、最優秀投手 

1984年 最多勝、ベストナイン 

1990 年 カムバック賞 

通算 460 試合 134 勝 128 敗５８セーブ 

1997 年～2003 年 ベイスターズ投手コーチ 

2004 年から評論家とＪＡＡのコーチを継続しながら、

2009 年 6 月より、鎌倉市観光協会の専務理事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の卓話「野球今昔」 

卓話者 遠藤 一彦 様 

 人生の先輩である皆さんを前に話しづらいで

すし、野球の話しかできませんが宜しくお願い致

します。 

 福島出身で子供の頃は、巨人しかテレビに映り

ませんので、野球といえば巨人でした。テレビで

アップで映るのがピッチャーだったのでやるな

らピッチャーだと思ってました。実際は、ほとん

ど野手で高校３年ではじめてピッチャーをやり

ました。残念ながら甲子園に行けませんでしたが、

行ってたらプロの人生はなかったと思います。特

待生で東海大に進み８シーズン中５回優勝し、４

年生の時に原が入学してきて若い女の子たちの

声援が増えて張り切りました。 

 プロに入るにはスカウトの目が必要ですが、結

構いいかげんなもので好きなタイプにばかり目

が行くようです。たまたま私は、４年生の時川崎

球場での試合の時、当時の別当監督が早めにきて

完封したのを見ていてくれたので３番目のドラ

フトに掛かりました。巨人のＶ９当時は、巨人・

大鵬・卵焼きでしたが大洋・柏戸・水割りとも西

鉄･柏戸・ふぐちりとも裏でいわれました。実力

のパ・リーグ、人気のセ・リーグと言われオール

スターではパの選手が必死になって戦いました

が、セ・リーグでは巨人・阪神が人気を２分して

おり巨人戦は燃え、巨人に勝たないと名前が売れ

ない状況でした。入団３年で１２～１３勝かせが

せてもらいましたが、４年目に後輩の原が入って

からカモのように打たれました。悔し紛れに「後

輩を育てるために打たせていた」と言ってました。

それなのに監督になってからも、せっかく４番に

育ててあげたのに声がかからなかったですね。 

 ドラフト・ＦＡで特徴のないチームが増え、年

棒が上がっています。パ・リーグは、企業努力で

フランチャイズ制の地元密着型で人気を得るこ

とができるようになりました。選手はお客さんが

多いと燃えます。 

 各チームに１０名位のスカウトがいます。ベイ

スターズは何をしているのだろう？と思いませ

んか？解説をしてても大きく負け越しています。 
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「遠藤がきたら負ける」と言われたくないので頑

張って欲しいものです。監督・コーチ陣の人事で、

生え抜きは高木コーチだけです。２軍の横須賀で

の練習は、ＯＢが出入り禁止になってます。野球

人として監督は、私の夢です。構想はいろいろあ

りますが…。 

 コーチ７年の経験から、今の選手はコーチの指

示に 何で？と聞いてきます。いちいち説明しな

いとやらないのでレベルが低いです。プレーする

のに、力一杯は良くないです。リラックスした状

態が一番良いです。「チームのために」とよく言

いますが、「プロは自分のため」で良いと思いま

す。バッターは負試合でもヒット３本でれば満足

できますが、ピッチャーは、好投しても０－１で

負ければ納得できません。子供達には、打たれる

のがピッチャーの役割だ と教えています。早い

ボールをなげても四球が多いと勝てません。プロ

は化かし合いです。いつもストレートだからカー

ブやフォークを投げるのでタイミングがはずれ

ます。近藤監督は、「遠藤は日本一のピッチャー

だから勝てると思った」とよくコメントしました。

選手とはそんなもので、すぐその気になります。 

 子供の頃、現役時代、観光協会と話がとび支離

滅裂な話になりましたがありがとうございまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回例会 ９月７日（水） 

卓話 

テーマ中学校の進路指導の現状について 

川崎市立川中島中学校教頭 

相沢 宏明 様         

：クラブ会報委員会： 

岩崎寛／川又竜志郎／久保博和／沼田直輝 


