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会 長 挨 拶
会長　中村　徳裕

　本日も多数ご参加いただき
ありがとうございます。今回
は、会場変更ということで、
爽やかな秋空のもと海を眺め
ながら、ここ九十九島シーサ
イドテラスホテル＆スパ花みずきにて例会
を開催させていただきます。皆さまには、
たびたびの会場変更でご不便をおかけして
おりますが、ご理解とご協力ありがとうご
ざいます。
　会場変更に関しましては、ホーム例会場
である、芹野会員のレオプラザホテルさん、
そして、船越会員のメモリードグループの
花みずきさんが、コロナによる状況に柔軟
に対応してくださっております。そのおか
げで、途切れることなく例会を開催できて
いることに、あらためて御礼申し上げたい
と思います。
　次週は祝日で休会となりますが、次回の
11月30日の例会まで、ここ花みずきを会場
に開催いたします。その後、ホーム例会場
であるレオプラザホテルに戻ることになり
ます。
　さて、今回は、佐世保工業高校から3回連
続で甲子園に出場し、読売ジャイアンツや
近鉄バッファローズで活躍された香田勲男
様に卓話をいただきます。つい先日、監督
を務められている九州文化学園高等学校硬
式野球部が、長崎県1年生大会にて優勝を飾

られました。みなさまと共に卓話を楽しみ
たいと思います。本日もどうぞよろしくお
願いいたします。

例 会 記 録
◯ロータリーソング「それでこそロータリー」
◯ビジター
　佐世保中央RC	 深堀　博英	さん
◯卓話者
　九州文化学園高等学校
	 野球部監督　香田　勲男	様

幹 事 報 告
幹事　福田　金吾

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 272号 11月11日発行

2.国際ロータリー第2740地区 地区大会事務局
　	地区大会当日の駐車関係のご案内
　申し込み会員へはメールを転送していま
す。

ロータリー財団セミナーの報告
幹事　福田　金吾

　11月13日㈰、2740地区の2022-
2023年度	ロータリー財団セミ
ナーが佐賀のホテル龍登園に
て開催されました。実に3年
ぶりということで、長きに渡
るコロナの影響を感じた次第でした。

《本　　日》会員数 74名（出席規定免除 24名）・出席 42名・欠席 32名・（免除者欠席 15名）・ビジター 1 名・出席率 56.76 ％

《10月26日》会員数 73名（出席規定免除 24名）・出席 48名・欠席 25名・（免除者欠席 11名）・メークアップ 0 名・修正出席率 77.42 ％
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　まずは駒井PGより、ロータリー財団につ
いて初歩的なところからわかりやすく解説
をいただきました。次いで岡村地区ロータ
リー財団委員長より、地区のロータリー財
団委員会の構成やグローバル補助金奨学生
について、喜多財団奨学委員長よりモンゴ
ルでの唇顎口蓋裂治療へのグローバル補助
金事業に関する視察報告（いわゆる三ツ口
と言われる疾患）がありました。
　休憩をはさんで、ポリオの現状について
瀬戸ポリオプラス委員長より説明があり、
点鐘・終了となりました。当日は地区補助
金とグローバル補助金について、森本補助
金委員長より説明がある予定でしたが、時
間の都合上2月の補助金セミナーであらため
て、ということになりました。
　受講して、グローバル補助金と地区補助
金の違いなど、単語だけなんとなく知って
いたところからもう一歩進んだ知識を得る
ことができました。特にこの地区補助金は
申請時期と実施時期が年度をまたぐため、
その利用の難しさから当クラブにおいても
長く申請していないものとなります。次回2
月の補助金セミナーから3月いっぱいくらい
が申請期限となろうかと思いますので、大
神委員長とも協議しつつ、次年度に引き継
ぎを行うべき事項と捉えております。

委員会報告
■財団・米山・補助金委員会

委員長　坂本　　敏
　大神邦明さんより（財）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。

ロータリー３分間情報
出席・例会委員会

委員長　出端　隆治
　ロータリーの友より「ロー
タリーの親睦」についてガイ
散策より

　ガイ・ガンディーカー氏は「ロータリー
の親睦は、ロータリーという苗木が成長す
るために、その根に栄養を与える土壌のよ
うなものである」と述べらえています。
　「フェローシップ」
　志が同じ者同士の仲間意識
　同じ目的や理想を持つ者同士の交友
　本年、出席・例会委員長をあずかり、こ
の例会の場を借りて、先の述べた土壌であ
ると考えております。
　近年コロナ禍で例会懇親会等の中止を余
儀なくされておりますが、ロータリアンの
集いの場として、もっと充実した会にして
いかないといけないと思っております。
　最後にガイ氏がよき親睦をつくり出すも
のとして
　1.心のこもった握手
　2.姓ではなく名前で呼び合うこと
　3.合唱を行うこと
　4.その人らしいユーモアに富む言動
　5.会員間の思いやり
　6.礼儀正しさ
　7.	成熟した実業家たるロータリアンにふ

さわしい振る舞い
　7つをあげられていました。

慶 　 　 祝
親睦活動委員会　田村　和大

○今月の誕生祝い
　井上　斉爾	さん（ 3日）
　福田　金治	さん（ 4日）
　草津　栄良	さん（ 7日）
　大塚　隆夫	さん（ 9日）
　永瀬　徳豊	さん（11日）
　髙田　俊夫	さん（18日）
　松尾　文隆	さん（22日）



（3）

出席・例会委員会　廣瀬　章博
○永年会員表彰
　佐々木秀也	さん（49年）
　安部　直樹	さん（44年）

○出席100％表彰
　西田　勝彦	さん（7回）
　庭木　香充	さん（3年未満のバッチ贈呈）

ニコニコボックス
親睦活動委員会　岩崎　正俊

深堀　博英 さん
　10月より佐世保中央RCに入会しました深
堀です。今後ともよろしくお願いします。

中村　徳裕 会長、福田　金吾 幹事
安部　雅隆 副幹事、草津　栄良 さん
岩崎　正俊 さん、永瀬　徳豊 さん
庭木　香充 さん、田村　和大 さん
山口　幸生 さん、米倉洋一郎 さん
福田　金治 さん、西田　勝彦 さん
廣瀬　章博 さん、大久保利博 さん
指山　　立 さん、松本　祐明 さん
中島　　顕 さん、出端　隆治 さん
黒木　政純 さん、増本　一也 さん
山口　健二 さん、坂本　　敏 さん
安福　竜介 さん、坂元　　崇 さん
松尾　文隆 さん
　九州文化学園高等学校 野球部監督 香田　

勲男	様の卓話に期待してニコニコします。

中村　徳裕 会長、福田　金吾 幹事
　13日に行われました第8回長崎県高等学校
1年生野球大会において、香田体制初のタイ
トル（優勝）おめでとうございます。
　卓話を前にして、しっかりと実績を重ね
られるところ、持っていらっしゃるな、と
感じております。本日は卓話も楽しみにし
ております。

安部　直樹 さん
　本日は本学香田監督の卓話。
　先日の新人戦で長崎県で優勝しましたが、
早くも香田監督の指導力が出てきたと期待
しています。
　どうぞよろしくお願いします。

古賀　　巖 さん
　来週25日㈮18：00は、第27回キラキラフ
ェスティバル点灯式です。
　今年は、もみの木のツリーの代わりに2年
ぶりに島瀬美術館の壁面イルミネーション
が復活しました。若干シンプルなデザイン
になっていますが、その他の島瀬公園内の
ステージやミニナリエ、光る床置きパネル
などは例年通りに光らせる予定です。あと1
週間社員総出で設置しております。
　今回も、壁面の画工は私自らのぼって絵
を描きました。また、樹木以外の部分も例
年通り弊社にて携わらせていただきました
ので、楽しんでいただければ幸いです。

井上　斉爾 さん、福田　金治 さん
草津　栄良 さん、大塚　隆夫 さん
永瀬　徳豊 さん、髙田　俊夫 さん
松尾　文隆 さん
　誕生月のお祝いをいただき、ありがとう
ございました。

西田　勝彦 さん、庭木　香充 さん
　出席100％表彰、ありがとうございました。

◇
ニコニコボックス	 本日合計	 44,000円
	 累　　計	 417,000円
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クラブ会報・広報委員会 委 員 長：吉田　英樹　　委　員： 船越　　温・中村　真弥
副委員長：中島　　顕　　 　　　　大塚　隆夫・庭木　香充

＊今後の例会予定＊	
11月23日	 ～祝日休会～
　　30日	 米山奨学生出前卓話
	 林　威逸（リン	ウェイ	イ）様

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊
未定

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊
未定

＊	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。

卓　　　　話
「私の野球人生のこれまでとこれから」

九州文化学園高等学校　野球部監督
香田　勲男 様

　こんにちは。この度は伝統
ある佐世保ＲＣの卓話にお招
きいただきありがとうござい
ます。九州文化学園高校の野
球部監督に就任いたしました
香田勲男です。本日は私の野球人生のこれ
までを中心にお話させていただきます。
　私は高校時代、佐世保工業高校に進学し、
2年時春より3期連続で甲子園出場を果たし
ました。本戦では、4番を務めながらエース
として通算4勝を挙げ、それなりの足跡を残
せたと感じております。
　高校卒業後は教員になることを当初は目
指しておりましたが、卒業年のドラフト会
議にて、巨人から2位指名を受け、プロ野球
選手への仲間入りを果たしました。入団し
て初めて参加したキャンプでは、普段はテ
レビでしか見ることのない錚々たる顔ぶれ
の投手陣に圧倒され、自身がプロでやって
いくことに不安を覚えましたが、2軍の試合
で実績を重ね、入団3年目の1986年、名古屋
球場の中日戦にて初勝利を挙げることがで
きました。その時の瞬間は今でも鮮明に覚
えております。
　また、プロ野球人生の中で最も印象とし
て残っている試合はどれかと尋ねられると、
やはり1989年の近鉄との日本シリーズ第4戦
と第7戦と答えます。この時の日本シリーズ
は巨人が第1戦から3連敗を喫し、崖っぷち
の状況に追い込まれていました。その状況
下で第4戦の先発を任されたのですが、この
時の当番では不思議と緊張はなく、吹っ切
れた感覚でマウンドに上がれたのが功を奏
し、結果は3安打完封で勝利を挙げ、その後

の4連勝に繋げました。ただ、第7戦の先発
の方が実は緊張しましたね。
　その後もプロ野球選手としてトレードを
経験しながらも現役を続け、2001年に膝の
状態も芳しくなかったこともあり近鉄を最
後に18年の選手生活にピリオドを打ちまし
た。引退後はコーチとしてこれまた18年4球
団を渡り歩き、指導者としての実績も重ね
てきましたが、2022年度の4月に九文高校の
野球部監督に縁あって就任し、高校野球界
に飛び込みました。
　まだ高校野球監督歴8か月の新米監督です
が、故郷長崎に恩返しをしたいという気持
ちは強く持っております。所属する九文高
校野球部は無論、長崎県の高校野球界が発
展するよう尽力したいですし、なにより佐
世保市からの甲子園出場が長らく果たせて
いない現状を本学が出場することで打破し、
歴史を塗り替えたいと強く意気込んでおり
ます。今後とも佐世保ＲＣ様のご支援やご
協力を賜れれば幸甚です。何卒よろしくお
願いします。

（今週の担当：吉田　英樹）
（カメラ担当：中島　　顕）


