2021-2022年度

2021
vol.61
No.20

12

国際ロータリー テーマ

国際ロータリー 第2660地区

1

奉仕しよう
みんなの人生を
豊かにするために

八尾ＲＣバナーの主旨
「我々のクラブは、老いも若きも
相手を敬愛し、和気あいあい、
楽しいクラブライフを送っている
ことが誇りであります」

国際ロータリー 会長 シェカール・メータ
八尾ロータリークラブ テーマ

ロータリー活動を通じて
『みんなに希望と笑顔を！ そしてロータリアンの成長！』
第2902回 例会 プログラム

会長

田中

康正

●米山奨学金贈呈

●開会 「点鐘」

●その他の報告

●ロータリーソング 「国歌」「奉仕の理想」

●会務報告 「会長の時間」「幹事報告」

●ゲストの紹介

●SAA報告 ニコニコ箱

八尾市立歴史民俗資料館 部長 小谷利明様
八尾市サッカー協会少年部会 理事 清水忍様
米山奨学生 ウアール，ミナ ミネア アレクサンドラ様

●卓 話

「八尾は聖徳太子と物部守屋」

八尾市立歴史民俗資料館 部長 小谷利明様
●閉会 「点鐘」

●出席報告
●年次総会
●在籍表彰
会員特別表彰
在籍40年 中島孝夫会員
会員年次表彰

■卓話予告
12/8 「神道について」 友田 昭会員
12/15 忘年家族会 （コンラッドホテル大阪）
12/22 「半期を振り返って」 田中康正会長

在籍24年 井川孝三会員
在籍17年 濵岡千寿郎会員

会 長 の 時 間

在籍 6年 福田隆教会員

本日は公開例会ということで、多数のご参加をいただき、あ

●お誕生日御祝い
松岡伸晃会員・大熊 勉会員・

りがとうございます。卓話者の八木様、どうぞよろしくお願い
いたします。

濵岡千寿郎会員・三木由貴男会員

さて、12月3日には地区大会が開催されます。年に一度の

●第32回新春少年サッカー大会協賛金贈呈

大きなイベントですので、入会５年未満の新しい会員の皆さ
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幹事 新宮 一誓
例会日 毎週水曜日 午後０時30分－午後１時30分
例会場 八尾商工会議所３Ｆ
創 立 1961（昭和36）年3月28日

んは特にご参加をお願いいたします。

しくお願いいたします。

また本日は近隣の各クラブからも、たくさんのビジターにお
越しいただきまして、ありがとうございます。このほか入会予
定者として、八尾ＲＡＣから北山会員にも出席いただいてい
ます。八尾ＲＣはインターアクトクラブからローターアクトクラブ
へ、そしてロータリークラブへと入会していただくという、非常
に理想的な流れが出来ていると思います。
ところで日本のロータリーは、来年で100年を迎えます。100

そ の 他 の 報 告
▼社会奉仕委員会・小谷 逸朗 副委員長
イルミネーションの点灯式を12月4日に開催します。出欠を
回覧しますので、ご記入ください。
また12月26日には、もちつき大会を予定しています。詳細
は後日、ご案内いたします。

年間を振り返るレポートが事務局にございますので、皆様も
ご一読ください。

▼竹中 浩人・副SAA
来月からニコニコ箱に、カードリーダーを導入します。現金

幹

事

報

告

▼28日に米山学友会秋のイベントが、オンラインで

だけでなく、クレジットカードでの決済も可能になりますので、
たくさんのニコニコをお待ちしております。

開催されます。
▼29日に国際奉仕委員会の情報交換会がZoomで
開催され、藤田会員に参加いただきます。
▼次週は年次総会を開催しますので、定足数例会

▼ロータリー財団委員会・竹原 信二 委員長
本日、ロータリー財団への寄付金を集めさせていただいて
おります。皆様のご協力を、よろしくお願いいたします。

とします。皆様のご出席をお願いいたします。
卓
表 敬 訪 問 ご 挨 拶
▼大阪フレンドRC・金谷和浩会長、岡賢一幹事

話

「今年の球界、総まとめ」
▼元阪神タイガース・八木 裕 様

本来なら年度初めにおうかがいすべきところでしたが、新型

私は現在、何をしているのかとよく聞かれるのですが、５年

コロナの影響によりこの時期になってしまいました。個人的に

前までは阪神タイガースの２軍でコーチをしておりました。今

も私の息子が八尾RACでお世話になっております。本日は

は毎日放送で野球の解説をしたり、あるいは子どもたちへの

どうぞよろしくお願いいたします。

野球の指導などをしています。
コーチの人事はフロントが決めることなので、どのように決ま

▼大阪天王寺RC・西浦 誠二 会員
本日は例会に参加させていただき、ありがとうございます。

るのかは私にも詳しくはわからないところがございます。ただ
現在は元阪神の選手が、ほとんどコーチ陣に入っていない

私は八尾RC様の野球部にも参加させていただいておりまし

状態です。他のチームの選手だった人たちばかりがコーチに

た。いろんな面でお世話になっており、感謝しております。ま

入って、果たして上手く機能するのか？という疑問があるのも

たコロナ禍が収まり、チャリティゴルフや野球の練習が一緒に

当然だと思います。

できればと、願っております。

近い将来には鳥谷や藤川球児といったところは、監督にな

本日は八尾RCさんの例会を勉強させていただき、ホームク

る可能性も十分にあると思います。球児は指導者としての素

ラブに持ち帰りたいと思っております。よろしくお願いいたし

質もありますし、コーチとしての経験を積めば、監督もできると

ます。

思います。
さて現在は日本シリーズで、ヤクルトとオリックスの非常に良

▼八尾RAC・北山 弾也 会員
八尾RACで、今年度は会計を担当しております。この度、

い戦いが続いています。ともに昨シーズンは、リーグで最下
位だったチームです。特にヤクルトは、２年連続で最下位で

八尾RC様への入会を考えております。皆様にご承認いただ

した。その２チームがなぜ今シーズンにいきなり優勝できて、

ければ、入会させていただきたいと思いますので、どうぞよろ

日本シリーズでこのような素晴らしい試合ができるのか、疑問

に思う方も多いことでしょう。

２軍のようなラインアップになっていました。

両チームとも、長く出場できなかった日本シリーズという大

来年はまた、一からチームを作り上げていく必要があると思

舞台に飢えていることは確かです。「やっと日本シリーズに出

います。中野が来季も活躍できるのか、などいろんな不安が

ることができた」と思っている選手は多いはずで、その分、気

頭をよぎります。しかし最大の問題は、スアレスの残留です。

持ちも入っているに違いありません。つまり「真剣度合いが違

来年も阪神でプレーしてくれるのか？ これが一番重要な課

う」ということでしょうか。

題と言えるでしょう。他球団、またはメジャーに移籍するような

去年は巨人とソフトバンクの対戦でした。ともに日本シリー

ら、阪神が勝てる確率はかなり低くなると思われます。そうし

ズでは常連のチームです。それとは対照的に、近年はあまり

た意味でも、スアレスの去就が非常に注目されるところです。

日本シリーズに縁のなかった今年の２チームは、見る人を感

他の外国人では、サンズとマルテも残留は厳しいかもしれま

動させるようないい試合をしてくれていると言えるでしょう。今

せん。

回、日本シリーズに出場したことで、オリックスもファンが増え
るのではないかと思います。

ところで阪神では今、若い選手がいろいろと出てきていま
す。近本や糸原など、小ぶりですが走れる選手が多いのも特

ところで阪神は、シーズンの優勝を逃し、クライマックス・シ

徴です。しかし大きな当たりを打つ選手も当然、必要です。

リーズでも巨人に負けました。シーズン開幕当初は、阪神だ

そういう意味では現役時代に左打者として活躍した藤井コー

けが外国人が揃う形でスタートできました。他のチームはコロ

チが佐藤の再生に取り組む、という意図が明らかな人事が行

ナの影響で入国できなかった外国人選手が多く、その分の

われました。そこに右打者だった私はお呼びではない、とい

ハンデはあったと思います。

うことかもしれません。

しかしタイガースは、夏頃になると少し調子がおかしくなっ

他球団に目を移しますと、日本ハムで新庄監督が誕生しま

てきました。７月頃には、そうした兆候が見え始めていたと思

した。当初は稲葉の監督就任が既定路線でしたが、稲葉が

います。オールスターやオリンピックで少しの間、ブレイクが

GMになったのは驚きました。その時点で「新庄の監督もある

ありました。この間に再度コンディションを整えるのは、そう簡

かな」と思ったのですが、彼がなぜ長年バリ島にいたのか。

単なことではありません。いったん落ちた調子を戻すのは、な

放し飼い状態にあった事情も気になります。

かなか難しいものです。

いずれにしても新庄監督は話題が豊富ですし、マスコミも

前半戦は佐藤のおかげなどで、首位に立ちました。佐藤の

間違いなく飛びつくはずです。キャンプでは女子アナから有

実力が本物かどうか、ということについて大学野球の関係者

名タレントまで、みんなそっちへ行くでしょう。そうすれば日本

に話を聞くと、「なぜプロが佐藤にそんなに打たれるのか。大

ハムの選手たちもたくさんのギャラリーに囲まれ当然、やる気

学生はそんなに打たれていなかった」という証言を聞いたこと

になるはずです。選手たちが思った以上に力を出してくるの

があります。

ではないか、と予想できます。

佐藤は皆さんもよくご存知の通り、ホームランか三振か、が

ただしチームが上手くいかないときに新庄がどう跳ね返せ

多いバッターです。「それでいい」という解説者もいましたが、

るか、というのが一つ課題と言えるでしょう。それでもこれを

私は「三振を改めないと」と新聞にも書いたりしていました。同

きっかけに、球界全体が盛り上がれば、と願っています。「野

じアウトでも、アウトのなり方が危ないと指摘していました。来

球はやっぱりおもしろい」と思っていただける、盛り上がるス

たボールをただ打つだけではなく、早くからそうしたマネージ

ポーツであってほしいと思います。

メントをおしえていかないといけないと思います。
59打席ノーヒットというのは、普通ではありえないことです。

阪神は「投手は育つが、打者は育たない」とよく言われます。
これは球場が広いこともあります。甲子園やナゴヤドームは

心配はしていましたが、来年も落ち続けることも十分考えられ

他の球場と比べて広いので、ホームランも出にくいです。ある

ます。一方ではもちろん、復活の可能性もあります。

いは投手の分業制が進んだことも一因かもしれません。

夏ごろには佐藤だけでなく、他の打者も調子が落ちてきま

佐藤は、左方向へもホームランが打てるバッターです。浜

した。佐藤の不振によりシワ寄せがきた大山、そして外国人も

風を利用して長打を増やせれば、もっと打率が上がるでしょう。

打てなくなりました。最後のクライマックス・シリーズではまるで、

近本や糸原は細かいことはできるのですが、やはり大物打者

がほしいところです。

▼児林副会長 八木さん、本日卓話よろしくお願いし

大谷は日本ハム時代、一切外出を禁止されていました。彼

ます。来年はきっと阪神タイガース優勝出来ますよ

はそれで我慢ができる選手でした。阪神でも果たしてそこま

ね？写真有難う。

で徹底できるのか、という問題もあります。

▼新宮幹事 八木様、卓話宜しくお願いします。写真

このところは球場へ取材に行っても、コロナ対策のため選

有難う。

手やコーチに直接話を聞けない状況です。ただ佐藤や大山

▼寺坂会員 寒くなりました。体調に気をつけて下さ

の使い方や指導法、育て方などはとても気になるところです。

い。写真有難う。

選手の状態を見極める目を持ち、上手く使い続けるために

▼村本会員 藤田さん、ありがとうございました。ご夫

コーチがいるのですが、それが機能していないとチームも強

人誕生日。写真有難う。

くなれません。

▼中川会員 例会欠席お詫び。
▼井川会員 八木さん、ようこそおいで下さいました。

ニ コ ニ コ 箱

▼菅野・大熊・曽家・大橋・倉角・田中（貴）会員 写真

▼金谷和浩様（大阪フレンドRC代表） 日頃より大変

有難う。

お世話になっております。大阪フレンドロータリークラ

▼飯田会員良い知らせ、早く来ます様に。写真有難う。

ブです。本日は公開卓話という貴重な学びの機会を

▼濱岡会員 八木様、本日卓話を楽しみにしております。

頂きまして、誠にありがとうございます。

▼澁谷会員 写真有難う。例会欠席お詫び。

▼吉田茂夫様（大阪天王寺RC） いつもお世話様です。

▼長竹・小谷会員 八木様、本日の卓話宜しくお願い

▼西浦誠二様（大阪天王寺RC） 本日はありがとうご

致します。

ざいます。ヨロシクお願いします。

▼西村会員 日本シーズンはレベル高いですね。HT

▼中島 崇様（大阪天王寺RC） 今日、明日とよろしく

では歯が立たないと思います。大笑い！！

お願いいたします。

▼福田会員 天王寺ロータリークラブから吉田サン、

▼北山弾也様（八尾RAC）本日は宜しくお願いします。

西浦サン、中島サンようこそおこしくださいました。写

▼田中会長 本日も例会出席、ありがとうございます。

真有難う。

本日のゲスト元阪神タイガース八木裕様、ようこそおい

▼平尾会員 私は運を持っている人間です。ホールイ

で下さいました。卓話、宜しくお願いします。米山奨学

ンワンしました。

生ウアール，ミナ ミネア アレクサンドラ様、ごゆっくり

▼佐々木会員 前回、名札持って帰ってしまって、本

して下さい。ビジター紹介、大谷ガバナー補佐、大阪

日、持ってくるの忘れました。すみません。第3回目の

フレンドRC金谷会員、岡会員、岡彩会員、八尾東RC

ワクチンぜひ接種して下さい（半年たったら、抗体値

高橋会長、天王寺RC吉田会員、西浦会員、中島会員、

半分以下になりますので、2回で安心しないで）

八尾RAC北山会員、お越し頂きありがとうございます。

▼原田会員 先日の親睦会、お疲れ様でした。写真

楽しんで下さい。写真有難う。

有難う。
▼竹中会員 ヒゲ脱毛始めました。半年後楽しみです。
八木様、卓話お待ちしていました。

■ 出席報告

▼浦上会員 有馬温泉最高でした！写真ありがとうご

うち出席規定
メーク 確定
月日 会員数 出席 適用免除者 出席率 アップ 出席率
11/10 68

47

11

82.46％

11/17 68

47

10

83.93％

11/24 68

43

10

76.79％

八尾ロータリークラブ会報

0 82.46％

お気付きの点がございましたら、
広報委員会までご一報下さい

ざいました！八木選手、集中力を高める方法教えて
下さい！
▼出口会員 旅行、楽しかったです。お酒はいいもの
ですね！！ありがとうございました。写真有難う。
▼加藤会員 八木様の卓話楽しみです。写真有難う。
クラブ広報委員会

委員長 ▼ 長竹 浩 副委員長 ▼ 谷口 善紀
委 員 ▼ 高井・吉本・北野・竹原・松岡

