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2018～2019年度 テーマ    「インスピレーションになろう」　̶ BE THE INSPIRATION ̶
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とボールを買い与えたのが始まりです。長
男に家業を継がせ、次男には私が付き合っ
てあげようという気持ちでした。
　一朗が小学3年から部活を始めるとき好き
な野球部がなかったので、とりあえずサッ
カー部に入っておけと言ったら「嫌だ」
と。素直じゃなく、自分の思いを貫き通す
子でした。日曜日に活動するスポーツ少年
団（野球）に入るかと聞いたら「入る」と
二つ返事です。そして家族の前で「毎日野
球をやりたい」と言ったのです。それで私
は、午後3時半から付き合う、毎日できるか
と一朗の決意を聞いたら、「やる」と言った
のです。指切りげんまんをして約束させま
した。一朗の野球人生のスタートです。
　6年生まで4年間、私は仕事がどんなに忙
しくても付き合いました。大人から約束を
破ったらいけないと必死でした。この子に
１回でも約束を守ることを迷うようなとこ
ろを見せたら、信用してくれないな、とい
う思いがありました。試験勉強中でもバッ
ティングセンターへ行くと言えば、ついて
いきました。

『�父が語るイチロー』

　有限会社ビー・ティー・アール
　　代表取締役　鈴木　宣之�様

　米シアトル・マリナーズの
イチロー選手（45）の父で会社社長、鈴木
宣之さん（75）がイチローの野球人生にまつ
わる思い出を熱く語りました。以下、フリー
アナウンサー、諸岡なほ子さんとの対談の
概要です。
※�イチロー選手は22日が誕生日で、この週報が配
布される日には一つ増えて45歳です。

―イチロー選手が小さい頃のことを。
　一朗が生まれたとき私には5歳になる長男
がいたので、次男の一朗には好きなことを
させようという思いがありました。男ばか
り6人の孫がいた私の母は、女の子が生まれ
るのを楽しみにしていました。私もこの年
になって、女の子が欲しかったなとつくづ
く思います。結婚すると、男は親の元から
離れていきますが女の子は近づいてきま
す。何のためこんなに一生懸命に育ててき
たのかという思いが今も強いですね。

―何がきっかけで野球を始めたのですか。
　私自身が小学校から中学、高校と野球を
していましたから、一朗にも野球をさせよ
うと3歳になる前にプラスチック製のバット
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○ロータリーソング「R-O-T-A-R-Y」
○卓話者
　有限会社�ビー・ティー・アール
　　　　　　��代表取締役　鈴木　宣之�様
○ゲスト
　有限会社�アートスタジオわお
　　　　　　　　　　　　��諸岡　健明�様
　　　　　　　　　　　　��諸岡なほ子�様
○ビジター
　東京四谷RC� 伊賀　静雄さん
　佐世保中央RC� 崎山　信幸さん

� 会長　古賀　　巖
　丁度1ヵ月後が地区大会で
す。もう、追い込みの時期に
入っておりますので、後一段
アクセルを踏み込んで加速を
つけていただきたいところです。
　来週の例会は、橘髙克和実行委員長にお
願いして、地区大会例会にしておりますの
で、いよいよ本番間近という感じです。
より多数のご出席をお願い致します。
　また、週末には「第21回YOSAKOIさせ
ぼ祭り」が開催されます。今年も名切会場
のメイン司会は、我がクラブの中村徳裕君
が務めます。足を運ばれてはいかがでしょ
うか。
　今月10月は、先週も触れましたが米山月
間です。
　公益財団法人ロータリー米山記念奨学会
の資料によれば、ロータリー米山記念奨学
会は、勉学、研究を志して日本に在留して
いる外国人留学生に対し、日本全国のロー
タリアンの寄付金を財源として、奨学金を
支給し支援する民間最大の奨学団体です。
　将来、母国と日本との懸け橋となって国
際社会で活躍する優秀な留学生を奨学する
ことを目的としています。そして優秀な留
学生とは、「⑴学業」に対する熱意や優秀

―いつでもサポートしていたのですね。
　中学の3年間、高校の3年間、小学から合
わせて10年間、一朗と付き合いました。中
学と高校の6年間は外で見ていました。です
からこの10年間は仕事をしていません。毎
日午後3時半から私を自由にしてくれまし
た。時間をプレゼントしてくれたのです。
それは一朗の母であり、職場のパートさん
やお得意さんでした。そういう人たちに支
えられて今のイチローがあるのです。

―イチロー選手のエピソードを。
　野球選手として私の思い通りに育ってく
れました。3歳になる前に買い与えたプラス
チック製バットは、左バッターとしての持
ち方を教えました。その方が出塁に有利だ
と私の経験で知っていましたから。
　当時、左バッターには川上哲治さんとか
有名な選手がいっぱいいました。一朗にバ
ッティングの技術といった細かいことは一
切言いませんでした。知ったかぶりで教え
るとダメにすると思ったからです。

―（会場から）イチロー選手に今後どうし
てほしい。
　引退しなければいいなと。

【鈴
す ず き

木宣
のぶゆき

之 氏 プロフィール】
　�昭和17年12月、名古屋市熱田区幡野町に生ま
れる。
　�市立野立小学校、東海中学校、東海高等学
校、芝浦工業大学出身。高校在学中は外野手
として野球部で活躍。3年生のとき、夏の愛知
県大会ベスト4進出。
　�大学卒業後は、東京都品川区西中延の伯父の
会社に勤務。退社後、昭和45年愛知県西春日
井郡豊山町にて事業を開始、電動工具の部品
製造工場を平成8年3月まで経営。現在は、
(有)ビー・ティー・アールの代表。
　�事業の傍ら、息子であるイチロー選手が小学
校3年生の時から10年間、毎日欠かさずに練
習に付き合った。その後も息子の野球に打ち
込む姿を見守り続け、その活躍を陰から支え
ている。

会　長　挨　拶

例会記録
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性、「⑵異文化理解　⑶コミュニケーション
能力」への意欲や能力に優れている学生と
定められていて、奨学生にはロータリーク
ラブを通して日本の文化、習慣などに触
れ、社会参加と社会貢献の意識を育て、将
来ロータリーの理想とする国際平和の創造
と、維持に貢献する人となることが期待さ
れています。
　1952年12月に、日本で最初のロータリー
クラブを創立した、米山梅吉の功績を記念
して東京RCが設立し始めたこの事業は、
1957年には財団法人設置を前提とする全国
組織、「ロータリー米山奨学委員会」が結成
され、昨年50周年を迎えました。財団法人
設立当時、年間59人だった奨学生数は、今
では昨年793人、累計では19,808人となりま
した。
　7種類の奨学金プログラムがあり、月額7
万〜14万円の奨学金を渡して、ロータリー
クラブ独自の世話クラブと、カウンセラー
制度による心を込めて支援を行なっています。
　さて本日、卓話をいただくのは、あの大
リーグのイチロー選手のお父様、鈴木宣之
さんです。
　中嶋�徹さんが個人的なお知り合いという
ことで実現いたしました。貴重なお話を聴
かせて頂くことに感謝申しあげます。
　本日は、対話形式を取られるとの事です
ので、大変楽しみにしております。

� 幹事　大久保利博
１．公益財団法人ロータリー米山記念奨学会
　「ハイライトよねやま�Vol.233号」
　2018年10月12日㈮発行

２．福岡矯正管区長� 黒柳　　誠�様
　　佐世保学園長� 竹内　祥

よしやす

泰�様
　「第36回九州矯正展」ご案内
　　日時／2018年11月3日㈯　9:30〜16:00
　　　　　　　　�11月4日㈰　9:30〜15:30
　　会場／福岡刑務所（糟屋郡宇美町）

■ロータリー情報・文献記録委員会
� 委員長　有薗　良太
2018〜2019年度�新会員研修会
並びに歓迎懇親会
　日時／2018年10月24日㈬
　　　���研修会�16:00〜18:20
　　　　歓迎懇親会
　　　　　　　�18:30〜20:00
　会場／レオプラザホテル佐世保
　　　　三浦町4-28　TEL�22-4141

■資金推進・財団・米山委員会
� 委員長　西田　勝彦
　田中丸善保さんより、㈶ロ
ータリー米山記念奨学会へ特
別寄付をいただきました。

■2018〜19年度�地区大会実行委員会
� 委員長　橘髙　克和
　地区大会まで残り30日とな
りました。11月16日・17日に
開催されます。準備を私ども
でやりますので、タイトなス
ケジュールとなると思いま
す。立派な大会になるように、みなさまの
お力添えをよろしくお願いいたします。

� 出席・例会委員会　椎山　　昇
○出席100％表彰
　髙田　俊夫さん（24回）、中村　徳裕さん（18回）
　田中　信孝さん（16回）、松尾　慶一さん（13回）

幹 事 報 告

委員会報告

慶　　　祝
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クラブ会報委員会 委 員 長　大神　吉史　　 　　委　員　長浜　陽介 ・ 萩原多恵士 
副委員長　黒江　章雄　　　　 　　　　橋詰　文雄 ・ 安部　雅隆 　　

（今週の担当：黒江　章雄）
（カメラ担当：橋詰　文雄）

� 親睦活動委員会　河原　忠徳
東京四谷RC　伊賀　静雄さん
　メークアップ楽しみにしておりました。
ニコニコします。

佐世保中央RC　崎山　信幸さん
　佐世保中央RCの崎山です。本日はお世話
になります。

古賀　　巖�会長、大久保利博�幹事
廣瀬　章博�副幹事、德川　晃尚さん
筒井　和彦さん、福田　金治さん
橘髙　克和さん、米倉洋一郎さん
中川　知之さん
　㈲ビー・ティー・アール　代表取締役
鈴木宣之様の卓話に期待してニコニコします。

石田　謙二さん
　ルノワールやミレーなどの絵と、アール･
デコのガラス工芸品合わせて96点をそろえ

た展覧会「フランス近代絵画と珠
しゅぎょく

玉のラリ

ック展」が10月20日から12月2日まで島瀬
美術センターで開かれます。中国・四国・
九州ではここだけの開催です。招待券をお
届けしましたので、お出かけください。

坂元　　崇さん
　古賀会長のおみやげの自衛隊グッズを頂
きましたのでニコニコします。

髙田　俊夫さん、田中　信孝さん
中村　徳裕さん
　出席100％表彰ありがとうございます。

卓話者 鈴木宣之様との記念写真

＊10〜11月  例会卓話者予定＊�

10月31日　名誉会員
　　　　　�海上自衛隊�佐世保地方総監
� 　　　　　　　　�菊地　　聡�様

11月７日　地区大会実行委員会

11月14日　長崎国際大学RAC会員
� � 木村　綾佑さん

11月21日　名誉会員
　　　　　�陸上自衛隊水陸機動団長�兼ねて
　　　　　�相浦駐屯地司令　�青木　伸一�様

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊

10月23日・30日　（学校行事の為）休会

日時／11月６日㈫　16:10〜�
会場／西海学園高等学校�記念館1F�2年4組教室

日時／11月20日㈫　16:10〜�
会場／西海学園高等学校�記念館1F�2年4組教室

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊

日時／11月13日㈫　18:30（食事）〜�
会場／ホテルオークラJRハウステンボス

＊�西海学園IAC、長崎国際大学RACにご出席されますと、
メークアップにもなりますのでご活用ください。
＊�RACへご出席される方はお食事の要・不要の確認を
いたしますので、事務局までお知らせください。ニコニコボックス� 本日合計� 　17,000 円

� 累　　計� 357,000 円

◇

ニコニコボックス


