愛をもって行動し、実践しよう！
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本 日 の
プログラム

会員卓話「会長・幹事任期を終えて」
橋元 隆君、下村 哲也君
橋元

隆

６月

ロータリー親睦活動月間

前回例会出席率

83.67%

もなお続く高校生交流のことが紹介されております。
「志學館高校と沖縄尚学高校の生徒が５名ずつ参加し
て、初回のテーマは「琉球と薩摩の交流」を共通テー

会津若松西ロータリークラブ

マに鹿児島で開催し、両県のこれまでの歴史を学ん

創立 60 周年記念式典出席

だ」とありました。
また、46 頁には当時の那覇西ロータリークラブ会
長の町田宗彦様の来賓祝辞として紹介されておりま

■会長代理挨拶

副会長

田中

和俊

す。「さて、貴クラブとは貴クラブ創立 25 周年、私
ども那覇西ロータリークラブ 40 周年記念行事として、

みなさん、こんにちは。本日も橋元会

時の会長でありました林良昭氏、末吉大孝氏により友

長は、那覇西ロータリークラブ創立 60

好盟約の調印がなされました。以来５年が経過しよ

周年記念式典・祝賀会出席のためご不在

うとしていますが、その間のクラブ会報の交換や活

ですので、先週に引き続き、私がこの時

発な会員の交流により相互に励まし合い、薩摩、琉

間を務めさせていただきます。

球の歴史的しがらみを乗り越え、永久の友情を深め

今週もせっかくですから、わが鹿児島中央ロータ

てまいりました。特に志學館高校と沖縄尚学高校と

リークラブと那覇西ロータリークラブとの友好盟約

の交流は、相互の理解と友好を深めたものと確信い

について歴史を紐解いてみたいと思います。友好クラ

たしております。」とあります。それから 20 年です。

ブ盟約は、当クラブ創立 25 周年の 2002 年でした。私

現在はこちらは樟南高校に代わっていますが、これ

もまだ入会しておりませんので、資料としては、創立

からも両クラブの友情及び高校生交流が永久に続い

30 周年記念誌を読み返してみました。記念誌の 106

ていくと確信して私のお話を終わります。

頁に「毎年、高校生が意見交換」という形で、今で

高校は迷わず鹿実を選びました。選手層が厚く、

ゲスト卓話

練習についていくのが精一杯。ホームシックにかかる

諦めない心

暇もありません。3 年生になると、だいぶ逞しくなり

元阪神タイガース 横田

ました。ただ春夏を通じて一度も甲子園に出場でき
慎太郎

ておらず、不安でしたが、
「プロ野球選手になりたい」

小さいころからプロ野球選手になるの

という一心で、ドラフト会議まで毎日トレーニング

が夢で、小・中・高校を通じて、どうす

を続けました。阪神に 2 位指名された時は周囲の人

ればこの漠然とした夢を具体的な目標に

たちへの感謝の気持ちで一杯でした。

置き換えられるのか、考え続けました。

大きな夢を抱いて入団したプロ野球でしたが、高校

自分なりに出した答えは「小さい目標を

とプロではすべての面でスピードが違います。死に物

立てて、それを少しずつ達成していく」というもので

狂いで練習し、3 年目には開幕戦にも出場することが

した。毎日目標を立てれば、やることが明確になりま

できました。やっと本当のプロ野球選手になった気が

す。早朝から夜遅くまでトレーニングに励みました。

しました。ところが 4 年目の沖縄キャンプで眼の異

例会場 山形屋７Ｆ社交室

例会日 毎週月曜日
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常に気付き、脳腫瘍と診断されます。頭が真っ白に

回表。名前を呼ばれ、選手交代でセンターに走ってい

なりました。手術を受けた直後はキャッチボールも

きました。3 年ぶりにセンターから見る景色はものす

できないほどでした。それでも「もう一度プロ野球

ごくきれいで、外野の緑の芝生が光って見えました。2

に戻りたい」の一心で、必死にリハビリに励みました。 死 2 塁の一打逆転の場面で、センター前ヒットが飛ん
昔と同じように毎日小さな目標を立て、バットを振

できました。何かに背中を押されるように一歩前に出

り続ける毎日です。約 3 年間必死に練習を続けました。 て、ボールを掴むとキャッチャーめがけて思い切り腕
しかし、目が回復することはありませんでした。引

を振りました。その瞬間はよく分かりませんでしたが、

退を決意すると、球団が引退試合をしてくれました。

気づくとファンの皆さんがものすごく喜んでいて、内

2019 年 9 月 26 日、阪神鳴尾浜球場。スタンドにはた

野手がガッツポーズをしていました。現役の時にも投

くさんのファンが来てくれて、球場は満員です。1 軍

げたことがないバックホームでした。

の選手や監督も来てくれています。２対２で迎えた８

講演ありがとうございました

西川さんお元気で

い感激です。
●宇都 和治君／会津若松西 RC の 60 周年式典に会長以下７
名で参加してまいりました。なつかしいメンバーの皆様と旧交
を温めました。濱上友美様の御入会心から御祝い申し上げます。
素晴らしいロータリアンに成長して下さい。本日鹿屋 RC の上
ノ段会長、中原幹事様の御来訪心から歓迎いたします。地区
大会の時ゴルフを御一緒させていただき有難うございました。
100 数名の参加の中、中原幹事が準優勝、私が 10 位でしたの
でスマイルします。
●丸山 健太郎君／きょうはゲスト卓話に元阪神タイガースの
横田慎太郎さんをお招きしました。プロ野球選手として、これ
からというときに大病を患い、それでも復帰に向けてギリギリ
まで努力を続けた横田さん。その努力に野球の神様が微笑んで
くれました。そんなお話を伺って、改めて我が身が身を振り返
りたいと思います。よろしくお願いいたします。
●西川 義久君／コロナ禍での二年間、大変お世話になりまし
た。宮崎にお越しの際は、是非、御連絡下さい。ありがとうご
ざいました。

●橋元会長・下村幹事／本日のゲスト、横田慎太郎様、鹿児島
中央ロータリークラブにおいで頂き、ありがとうございました。
本日の卓話、楽しみにしております。
●海江田 順三郎君／南日本新聞に昭和 20 年６月の大空襲の
体験談が掲載されましたのでスマイルさせて頂きます。
●石塚 俊雄君／会津若松西 RC、那覇西
RC 両クラブの 60 周
しちにん さむらい
年記念式典にそれぞれ我クラブから「７人の侍」が勇躍出席さ
れました。橋元会長は北から南への 10 日間に及ぶ長遠征とな
りました。本当に御苦労様でした。心から感謝いたします。
●川畑 英樹君／結婚記念日のお祝いありがとうございます。
また、この度の弊社の電力小売り事業の終了につきましては、
ご迷惑ご心配をおかけし申し訳ございませんでした。
●池畠 泰光君／本日は横田慎太郎君の卓話を楽しみにしてお
りました。私の母校鹿実を 2013 年に卒業して阪神タイガース
にドラフト２位で入団された勇姿は我々卒業生の誇りでした。
高校入学時代からズーッと応援していました。再会を嬉しく思

6月20日のスマイル 小計 31,000円 2021〜2022年度 累計 612,407円

第２０４９回例会記録
６月 日
（月）

ロータリーソング：「我等の生業」
職業宣言唱和：5・6
ゲスト紹介：卓話ゲスト ＝ 元阪神タイガース
横田 慎太郎（よこた しんたろう）様
ビジター紹介：鹿屋 RC
会長：上之段 勝雄（うえのだん かつお）様
幹事：中原 雄一郎（なかはら ゆういちろう）様
食事：「本日の演奏」
会長の時間：副会長 田中 和俊君
会務報告：幹事 下村 哲也君
１）本日の配布 ①週報
２）6/26（日）RCC 例会 氏名出席者→橋元、下村 各会員
また、RCC の活動報告、決算報告書を掲示しております
のでご確認ください。
３）本日予定しておりました、
ラウンドテーブルは中止となっ
ております。
４）次 週 6/27（月）例会プログラム「会長・幹事 任期を

卓話者紹介

終えて」
例会終了後、濱薗義弘君米寿を祝う会及び会長幹事慰労会
時間 18：30 ～ 場所 ふぁみり庵はいから亭与次郎本店
※出欠回答が未だのかたは、事務局までご回答をお願いいた
します。
出席報告：出席委員会
スマイルボックス：親睦委員会
卓話：ゲスト紹介 丸山 健太郎君
ゲスト卓話「諦めない心」
元阪神タイガース 横田 慎太郎（よこた しんたろう）様

次回例会 令和４年７月４日（月）

会員卓話「会長・幹事就任の挨拶」
田中 和俊君、下村 哲也君

20

出席率
第2050回例会
前々回（6月6日）の補正

本日の曲目：夏は来ぬ、メモリー、カヴァレリアルスティカーナの間奏曲

会員数
54名
54名

出席数
41名
42名

出席報告
83.67%
92.16%

演奏：入来慶子

