
中華ランチ（上海炒飯、スープ）

●例会場　ホテルサンルート室蘭
●例会日　毎週火曜日　12：30　P.M.
●事務所　室蘭市中島町2丁目28-6
●電話　0143-45-6569　●FAX　0143-50-6578
●URL  http://murokita-rc.org/
●E-mail  mur-n.rc@athena.ocn.ne.jp

各種記念日

ニコニコＢＯＸ

１．米山記念奨学委員会　齊藤俊一委員長より
　　財団設立50周年記念式典のご案内
　　日時：2018 年 2月 4日（日）
　　場所：グランドニッコー東京台場
　　　　　パレロワイヤル（地下1階）
　　登録料：会員・ご家族　1万円
　　　　　　学友・奨学生　5千円
２．社会奉仕委員会　西尾静枝委員長より
　　ボーイスカウト・カントリーデーと知利別川
清掃について

　　日時：2017年 9月10日（日）9：45
　　集合場所：向陽公園
　　　※クラブジャンパー着用のこと
　　　　詳細はFAX 致します。

会長報告

１．次週8/29はガバナー公式訪問夜間例会です。
開会時間は 18：00 からとなっております
ので、お間違えのないようお願い致します。
また、お酒が出ますのでお車でのお越しはご
遠慮ください。クラブ協議会に出席される方
は、活動計画書をご持参下さい。

２．ポリオ募金のお願い。お一人 100 円をお願
い致します。

１．本日は2200回目の例会です。
２．少年野球「室蘭北ロータリークラブ旗杯」後
期大会開会式が行われます。

　　日時：2017年8月26日（土）
　　会場：日の出町公園グランド
３．第30回北海道ツーデーマーチについて
　　開催日：2017年9月9日（土）・10日（日）
　　　※9/10お手伝いは9：00～
　　　　詳細はFAX致します。

幹事報告

委員会報告

出席報告

会員数
出席率

47名
59.57％

出席者数
欠席者数

28名
19名

廣瀬禎（ゴルフコンペ優勝しましたので）
岸田理（うちのお寺が室蘭市の一次避難所になりました）
宮本一章（初の卓話を記念して）
米塚豊（ウエストサマーフェスティバル無事終了しました）
猪俣英二（ゴルフ同好会ひどい目（スコア）に逢いました）
工藤一人（北ＲＣゴルフ同好会に参加しました）

2017年8月29日（火）　第2201回　例会

●８月は会員増強・拡大月間です。

第2510地区　日本（DISTRICT 2510 JAPAN）　●会長：荒谷　信幸　●幹事：猪俣　英二　●編集：クラブ管理運営委員会

2017～2018年度　国際ロータリーテーマ

ROTARY:MAKING A DIFFERENCE
　　「ロータリー：変化をもたらす」
　　　　　2017～2018年度 ＲＩ会長　イアン H. S. ライズリー

室蘭北ロータリークラブ会報

本日のプログラム 前回例会の報告

次回の予定プログラム

第2200回（8月22日）例会記録

室蘭岳

本日献立 和洋中９品
（冷菜、刺身、オードブル・舌平目帆立、
エビチリ、牛肉ロースト、金醤牛肉（花巻）、
うなぎごはん、デザート）

卓話「日本の士業と業務内容、領域」

会長・幹事会 16：00
クラブ協議会 17：00
ガバナー公式訪問 18：00

誕生記念日　廣瀬　　禎 会員　8月24日

次週献立予定

黒崎　　清 会員
クラブ管理運営委員会

卓話「ガバナー公式訪問」

結婚記念日　岸田　　理 会員　8月28日

創立記念日　村井　幺乙 会員　8月22日

※次週9月5日（火）は振替休会です。

9月6日（水）17：30受付、18：00開会
於：蓬崍殿

夜間例会『室蘭３ＲＣ合同例会』

志水様

いつもお世話になっております。
念のため修正版をお送り致します。宜しくお願い致します。　　　　　　　　北海印刷/菊池

笹谷様
いつもお世話になっております。
校正をお送り致します。宜しくお願い致します。　　　　　北海印刷/菊池

恐れ入ります。６月のメニューをお願い致します。



宮本　一章 会員
クラブ管理運営委員会

前回例会のプログラム

卓話「少年野球と私」

　私が少年野球をやっていいた35年前は、私の記
憶では室蘭で30チーム以上が存在し、蘭東地区だ
けでも10チーム以上存在していたと思います。
　私は、当時、水元エラーズに所属し、現在も続い
ている室蘭北ロータリー杯の「蘭東リーグ戦」にも
出場した記憶が有ります。現在は、子供の数が減っ
てしまい、室蘭地区には7チーム蘭東リーグ参加
チームは4チームとなってしまいました。
　その中にあります、私が愛して止まないチームが
水元少年野球部であります。今は、中3になる私の
息子も卒団生の一人です。
　現在の水元少年野球部とは、35年前に有った、
水元レビンズ、水元エラーズ、高砂子供会、知利別
パワーズ、クリンチャイルズ等のチームが統合され、
高砂小学校、水元小学校、知利別小学校、旭ヶ丘小
学校の生徒達で行われています。
　そもそも、息子が少年野球を始めたきっかけで
すが、私が野球好きという事もあり、団体スポーツ
をやらせたいな…と思ってい居たところ、クラス
メートから、野球の体験に来ないか？と、誘われ、
その気になりすぐに、入部を決めました。
　しかし、そこには、ものすごい人が居るのを知ら
ずに……。そう、水元少年野球部には、他のチーム
からも恐れられる、名物監督が居たのです。
　通称デビルK！！
　話は、少し戻りますが、小3で入部した息子は、周
りの子よりも小さく走ることも遅く、ボールも怖い、
はっきり言うと、『ドヘタクソ』。その上、『根性・努
力』とも無縁なタイプ！！
　しかし、彼には最初から誰にも負けない物が一つ
だけ、ありました！！『声を出す』という事でした。
　ボールが怖くて一歩前に出ることは、出来ない息
子でしたが、声を出すという事には躊躇する事は全
くなし！！例え、正解ではない声掛けでも、ひるむ
事無く、次から次へと声を出し続けていました。そ
うして、3年生は時には叱られながらも、明るい性
格で、ただ野球を楽しんでいました。4年生になっ
た時、ついにデビルKが、息子に襲いかかります！！
毎年恒例でしたが、来年、レギュラーギリギリの子
に突然きびしくなるのです。そして、なんとか厳し
くされた1年間を乗り越え5年生になり、人数も少

ない事で背番号も4番という、セカンドのレギュ
ラー番号を貰った時に事件は起きました！！

スーパー転校生　現る！！
　その転校生は6年生で釧路の強豪チームから水
元小学校に転校してきましたそう、その転校生の
ポジションがセカンドだったのです！！その事実を
知った時、息子はこう皆の前で叫びました！！
「これだも～ん（泣）」
人間、心から残念な事が起こると、出る言葉です。
　彼の悲劇はこれだけではありませんでした、デ
ビルKは、次なる手で襲いかかります。
　完全無視！！
　練習中にどんなにバッティングが良くても、守備
が良くても、ナイス声掛けでも、褒められない、と
いうより無視！！この事に息子は悩みました。
　私も、（なんて酷い監督だ！！）と、思ったものでした。
　ついに息子が『野球を辞めたい』と泣きました。
私は息子に言いました。
『辞めるのは簡単だから、辞める前に本気の努力
をしてみよう！！お父さんも手伝うから』
　私は、気付かされました。監督は野球への息子
の本気の取り組みを待っていたのだと。レギュラー
を取られても、ただなんとなく、野球をやっている
事を見抜いている、という事を。
　それから息子も私も変わりました。
　ランニング・素振りをする息子に時にはつき合い、
仕事帰りにグラウンドで待ち合わせをしノックもし
ました。いつか試合に出た時の為の『努力』のお手
伝いを家族でしました。
　5年生の秋、斉藤泰成さんが永らく会長を務めて
おられ室蘭北ロータリークラブが主催している『蘭
東少年野球リーグ』でチャンスがやってきました。
　4対4、同点の最終回、2アウト満塁の場面で代打
としてバッターボックスに立つ場面がやってきた
のです。



２列一番左、優勝旗を持っている子が宮本真心（はあと）君
後列中央が齊藤泰成「蘭東少年野球同好会」会長

一人でも多くの会員の方々にご協力ご参加いただきたく、
ご都合繰り合わせの上よろしくお願い致します。

　ほとんど試合に出た事の無い息子に、この大舞
台！ドキドキしている息子！それ以上に緊張し吐き
そうになっている私！！　その時、監督はタイムを
掛け息子に言いました。
　『誰もお前に期待はしてない、楽に行け。だが、
お前の陰の努力は知っている！俺は、お前を信じて
いる。行って来い！！』
　緊張している息子は、あっという間に2ストライ
クに追い込まれました。監督は多いな声で叫びます。
『いいスイングだ！自信もっていけ！』
　誰もが諦めかけた次の瞬間、打球は三遊間を抜
けて行きました。息子の初めてのヒットでした。逆
転勝ちでした。
　この『1本』が息子を大きく成長させてくれました。
　5年生のシーズンも終わり、冬の体育館練習が始
まりました。　私が体育館練習の手伝いに行った
時、私は、監督『デビルK』に呼ばれました。そして、
驚きの発言を耳にしました。
『キャプテンの親になる覚悟はあるかい』
本当に驚きました。ほとんど、試合に出たことも無
い息子への大抜擢。しかし、キャプテンとはチーム
のまとめ役でもあり、怒られ役でもある。あいつは、
俺がどんなに怒っても潰れなかった。あいつしか
いない。と、監督は言ってくれ、息子も私も受ける
事にしました。
　6年生になっても相変わらず、デビルKは、おお
きな声で、怒り続けました。しかし、3年生から4年
間、怒られ続けた仲間もいました。その年は、
　春の開幕戦　優勝
　全日本学童大会西胆振地区　準優勝　
　水元少年野球部、初の全道大会進出
　北ロータリークラブ杯蘭東リーグ35周年大会　優勝
　そうです、監督はしっかりと役割分担を考えてい
たのです。
　ピッチャーやキャッチャー・4番バッターを試合

中に怒っても小さくなるだけ。代わりに息子を怒る
事で、チームを勝利に導いたのです。
　そして、ついに卒団の時が来ました。
　毎年恒例で、監督から一人一人に、賞状が贈られ
るのです。
　最後に、息子が呼ばれて、賞状を渡した時でした。
デビルKが息子を抱きしめて。
『お前がキャプテンで、本当に良かった誇りに思う』
と言ったのです。息子も、私も泣きました。
　今では、デビルKではなく、我が家では『神K』と
呼んでいます。
　息子と私を父親として、育ててくれた水元少年野
球部には本当に感謝しています。
　又、そのきっかけを作ってくれた、蘭東少年野球
同好会会長の齊藤泰成さんそして「室蘭北ロータ
リー杯」にも感謝をしています。
　そして、縁があって今こうして室蘭北ロータリー
クラブの一員にさせて頂いた事に、感謝しています。
　これからは、私たちを育ててくれた少年野球の
為に少しでも力になれたらと考えております。
　ご清聴、有難うございました。

ボーイスカウト・カントリーデー
と知利別川清掃のご案内

日時：２０１７年９月１０日（日）※小雨決行、雨天時は８時３０分迄連絡
　　　　９：４５　　　　　　向陽公園集合
　　　１０：００～１２：００　ゴミ拾い・草刈作業
　　　１２：００　　　　　　解散
持ち物：長靴・軍手・火バサミ・清掃用の服装

クラブジャンパー着用
のうえお集まり下さい

志水様

いつもお世話になっております。
念のため修正版をお送り致します。宜しくお願い致します。　　　　　　　　北海印刷/菊池

笹谷様
いつもお世話になっております。
校正をお送り致します。宜しくお願い致します。　　　　　北海印刷/菊池

恐れ入ります。６月のメニューをお願い致します。



　蘭東少年野球同好会の室蘭北ロータリー旗杯が市内

の日の出公園で8/26（土）に開催されました。

　毎年当クラブから多数のロータリアンも開会式に参

加されております。

　今回も荒谷会長はじめ９名のロータリアンの出席と

青少年委員長の始球式で大会が始まりました。

　試合は白熱したゲームとなり、八丁平ジャイアンツと

水元少年野球部がそれぞれ勝利を収めました。

　少年たちの素晴しいファイトを見ているとこちらまで

元気付けられ明日から又頑張る勇気をもらいました。

　この大会を末永く継続され室蘭北ロータリー旗杯とし

て支え続けられるよう今後も沢山のロータリアンの出

席とご協力をお願い致します。今回ご参加いただいた会

員の皆様に感謝申し上げ致します。

第４回 室蘭北ＲＣゴルフ同好会

平成29年8月20日（日）　於　室蘭ゴルフ倶楽部

廣瀬　　禎
島津　行高
高岸　満則
斉藤　　崇
島津　純子
徳永　賢二
宮本　一章
小野寺浩二
内池　眞人
徳永　悦枝

優勝

準優勝
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木村　卓也
塚田　智憲
本間　　信
工藤　一人
斉藤　富子
西尾　静枝
國田　雅弘
土井　　伸
猪俣　英二
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第２回クラブ協議会　議事録
日　時：平成29年 8月22日（火）18：30～
場　所：ホテルサンルート室蘭
出席者：荒谷信幸、猪俣英二、西野義人、加藤栄吉、
　　　　内池眞人、齊藤俊一、廣瀬禎、西尾静枝、
　　　　赤崎幸三、岸田理、木村卓也、黒崎清、
　　　　塚田智憲、宮本一章、上口喜代志、
　　　　渡部一姿、工藤一人

【議　題】
１．8月29日（火）ガバナー公式訪問について
各委員会との打ち合わせについて

２．ガバナー公式訪問を控え、もっとロータリーを
知ろう

３．その他
○新入会員のレクチャーについて

議　事　録

室蘭北ロータリー旗杯後期リーグ


