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菊田邦彦会長
四つのテスト
宮岡会員

出席報告 出席向上委員会 < 沼﨑正徳 委員長 >
会員数
20 名

出席者数
18 名

出席率
90.00 ％

会長の時間

菊田邦彦 会長
早いもので 1 月も半ばとなりました。
今日はお正月のことを少しお話ししたいと思いま
す。
皆様もお正月は「おせち料理」を召しあがると思い
ます。昔はどこの家でも奥さんが一生懸命作ってい
ましたが、今は家庭で作っている家は少なく、あそ
このおせち料理が美味しいとか、こっちのほうが美
味しいとか、買うのが当たり前になっています。
随分と様変わりしたように思います。

例会の記録

様変わりしていないのはお雑煮で、昔も今も変わっ
ていないように思います。
関東では四角いお餅
が、関西では丸いお餅
が主流です。なぜそう
なったのかはわかりま
せんが。。。お餅も柔ら
かくなるまで煮るところ
もあれば、硬いままのところもあり、汁も味噌仕立て
だったり、すましだったり．．．その地域の味を大事
にしている所がまだまだ残っています。
しかし、お餅つきは家庭では殆どやらなくなりました。
昔はどこの家にも「杵」と「臼」があって、近所の方た
ちと一緒にお餅をついたものです。
先日、私も何十年かぶりにお餅つきをしたのです
が、コツを忘れてしまっていて、残念ながら上手く
つけませんでした。
交通の便がよくなり、人の往来が盛んになって、関
西の食が東京へ、東京の食が関西へと、食文化が
入り乱れてきているのだろうと思いました。
子供の頃やった羽子板や凧揚げも、今やめっきり
見かけなくなり、ちょっと寂しいなぁと思います。
昔街中で見た獅子舞はまったくなくなってしまいま
した。お正月の変わり方があまりにも激しいので、こ
れから 5 年 10 年後にはどんなお正月になるのかと
少し不安なところもあります。
核家族になって昔の良かったことが薄れてしまった
のかと思い、今日はそのお話しをさせていただきま
した。

委員会報告

本日のお客様
元プロ野球選手

< 寳積英彦 副会長 >
石毛 宏典 様

幹事報告
< 小林奈保絵 幹事 >
報
告
 2～3 月のプログラムが理事会で承認
 1 月 24 日(月)市内 2RC 合同例会は新型コロナウ
イルスの感染再拡大の為中止（回覧）
 RI 会長杯ワールドゴルフ大会開催のお知らせ
（回覧）

・Ｒ情報・雑誌委員会 < 若松泰誼 委員長 >
「ロータリーの友 1 月号」の紹介
【横組み】
ＲＩ会長メッセージ（P4-6）
特集 職業奉仕月間
私の職業奉仕（P7-13）
2022 年ヒューストン国際大会
2022 年国際大会に参加するべき 7 つの理由（P14-17）
【縦組み】
ＣＣＲ/ＳＤＧｓの時代に考える
職業奉仕（P4-8）
この人訪ねて 高田祐治さん（P9-12）
卓話の泉 四柱推命（P13）

守屋昭夫会員 退会のお知らせ

卓

守屋昭夫会員が 2021 年 12 月 31 日をもって
退会されました。
（1 月 7 日理事会で承認）

元プロ野球選手

以下、守屋様からの手紙をご紹介いたします。

石毛 宏典 様

この度、一身上の
都合により令和 3
年 12 月 31 日をも
って当クラブを退
会させていただく
ことをここにお届
けいたします。
私が在籍させて頂
いた当クラブは、私にとってともて良
い会でした。会員の皆様は（事務局の
皆様も含め）、皆様非常に気持ちの良い、
すばらしい方ばかりで、私の晩年を楽
しく彩って下さいました。深く感謝す
るところです。
退会することは非常に残念ですがやむ
を得ません。皆様の末長いお幸せをお
祈り申し上げます。
守屋昭夫
12 月にはお元気な様子で例会に出席されてい
ましたので、とても残念に思います。
1991 年の入会から 2021 年まで、なんと 94 歳
になられるまで、とてもとても長い間本当にた
くさんご活躍いただきました。
その多大な功績に深く感謝申し上げます。
このような世の中ですが、どうかお穏やかに過
ごされますようお祈りしております。

受贈会報
 飯能ＲＣ
回
覧
 バギオだより
 ハイライトよねやま

話

生年月日：
出 身 地：
経
歴：

＜略
歴＞
1956 年 9 月 22 日
千葉県旭市
銚子市立銚子高等学校
駒澤大学
プリンスホテル
西武ライオンズ 1981-1994
福岡ダイエーホークス 1995-1996

1996 年現役引退。引退後は、福岡ダイエーホークス
の 2 軍監督（1995-1996）、オリックスブルーウェーブ
監督（2002-2003）を歴任し、日本初の独立リーグであ
る四国アイランドリーグを創設する。
同リーグコミッショナーを経て、2008 年より四国・九州
アイランドリーグの「愛媛マンダリンパイレーツ」のシニ

ア・チームアドバイザー、2008 年 9 月城西国際大学客
員教授に就任。
現在は、四国松山に軸足を置きながら野球の啓蒙活
動、四国アイランドリーグ選手の指導を行う。
そのほか、「株式会社 Be You Corporation」を設立し
NPB の OB セカンドキャリア用に人材派遣を計画。
野球教室、野球塾、講演、他のアスリートのクリニック、
講演等も行う。
＜著
書＞
石毛宏典の「独立リーグ」奮闘記
（2009/11/25 アトラス出版）

狭山中央ロータリーク
ラブさんとは、佐藤圭
司さん（2016-2017 年度会長）
のご紹介でお話しをさ
せて頂いてから、その
ご縁が続き、今回で 3
回目になります。
コロナもここにきて落ち着いてきたと思ったらオミクロン
株の出現で、決まっていた講演等々もキャンセルにな
りました。今日ももしかしたらと思いましたが、無事開
催していただきほっとしています。

野球界ではそろそろ新
人の合同自主トレが始
まり新聞・雑誌・テレビ
のスポーツニュースを
賑わせてくれています。
また、昨年現場の監督
が 3 名変わりました。
まずはソフトバンク。我々の後輩工藤が 7 年位やって
日本一の称号をいただいた事もあったのですが、今
回勝てなかったことで辞任しました。
新しい監督の藤本は、工藤監督の下でバッティングコ
ーチをしたりして、長い間ソフトバンクの現場に携わっ
ていましたので、今ソフトバンクが持っている 90 名近
い戦力の分析は出来ているはず。その戦力を使って
日本一奪還に向けて頑張ってくれると思います。

中日ドラゴンズも与田監督から立浪に変わりました。
中日ファンにとっては待望の立浪監督登場です。
コーチ陣も変わりました。首脳陣が入れ替わると新し
い目で今の戦力を評価することができます。新しい選
手がスターになって活躍すると思いますので、すごく
楽しみです。
立浪は、私が野球界にいる中で「こいつ上手いなぁ」
と思った 3 人の中の 1 人です。
1 人目は清原和博。走攻守、何をやっても上手かっ
た．．．2 人目は高橋由伸。そして 3 人目が立浪和義。
その立浪がどのように指導してくれるのか、長らく低迷
している中日ドラゴンズが彼によってどう生き返るのか、
それも注目してもらいたいと思います。
そして、皆様ご存じのように、新庄剛志が帰ってまいり
ました。そして日本ハムファイターズの監督になりまし
た。
かつて新庄は、入団していた阪神を辞めてメジャーリ
ーグに行き、そしてまた日本に帰ってきましたが、その
時阪神には戻りませんでした。阪神どころかセントラ
ルリーグにも行かなかったのです。どこを選んだの
か？北海道の日本ハムファイターズを選んだのです。
北海道に新たな野球ファンを開拓しようと、大きな商
業地域を捨てて北海道に行った訳です。
なぜ？「これからの野球はパシフィックリーグでしょう！」
これが理由でした。今までにない新庄の奇抜なパフォ
ーマンスは常に話題になりました。野球を知らない人
達も新庄を知り、次第に野球に出会い楽しむようにな
ったのです。新庄のお蔭で日本ハムは北海道に地盤
を築くことが出来た訳です。
来年、日本ハムは北広島に新しい球場をつくります。
最近はスタジアムを商業ベースと合体させて、そこに
新たに観光資源を作ろうというビジネス的な考えが出
てきており、日本ハムが先駆けて計画しているので
す。
今回の新庄も会見で異例な服装や発言をし、彼の一
挙手一投足が話題になっています。しかし、秋季キャ
ンプでは案外まともな指導をしています。何よりもすご
いのは現役後もアスリートの体系を維持していること
です。指導者として必要な要素はしっかり持っている
ので、ひょっとしたらひょっとするかもしれません。
これからスポーツの界はエンタメ的なもので盛り上が
っていくのかもしれない。新庄を見ているとそんな気
がしてなりません。

私は、プロ野球界に 25
才でデビューして 16 年
間現役でやらせていた
だきました。西武ライオ
ンズに 14 年間、福岡ダ
イエーホークスに 2 年
間。西武ライオンズでは、
リーグ優勝 11 回、日本一 8 回。年俸も最高で 2 億円
までいきました。素晴らしい野球人生を送らせて頂き
ました。
そんな私ですが、プロ野球選手に憧れるとかプロ野

球選手を夢見るような子供ではありませんでした。
野球は 10 才の時遊びからスタートしました。実家は農
家でした。中学の時、野良仕事を手伝うのが嫌で、そ
れを手伝わないようにするために、一番遅くまでやっ
ていた野球部に入部しました。入ったその日から、練
習後に正座をさせられ、説教をされ、最後は殴られる。
殆ど毎日でした。その頃は、体罰、いじめ、そんな言
葉はありませんでした。昔はすべて教育と指導という
言葉で片づけられていました。
そんな環境がとても嫌で、中学を卒業したら大工にな
ろうと思っていました。私は農家の次男坊です。長男
が大切にされ実家を継ぐのが田舎のしきたりでした。
中学の担任が野球部の監督でした。進路を決める時、
担任から「お前は高校へ行って野球をやれ！」と言わ
れましたが、また殴られるのはもう嫌だと断りました。
が、担任は父親のところへ行き「どうかこいつを高校に
行かせてください」と頼んだのです。私の父親は「先
生がそう言うのだから高校へ行け！オレは尋常小学
校しか出ていないから、お前は高校ぐらい行け！」と
言われ渋々承諾。
高校に行って野球をやるなら、当時強かった銚子商
業かと思ったら、野球が弱い市立銚子へ行けと。
「これから強くなって甲子園を狙える高校なんだ。お
前たちが強くしろ！何でもいいから取りあえず行け！」
またもやそう言われ、市立銚子へ強制的に行かされま
した。
その言葉通り、3 年の春には銚子商業に勝ち関東大
会に行く事が出来ました。夏には甲子園をかけた決
勝まで進んで、銚子商業と市立銚子の対戦。2 対 0 で
負けて甲子園には行けませんでしたが、なんせ甲子
園に行きたいと思ったことがなかったのですから、悔し
いなんてまったく思いませんでした。
その千葉県大会の様子、活躍を見た駒澤大学の監
督が、石毛が欲しいと言って実家まで来てくれました。
私は次男です。長男は大学に行っていなかったので
次男の私が大学へなど行ける訳ないと思っていました。
化学が好きだったので、高校を卒業したら花王石鹸
に就職するつもりでいました。
しかし、その当時グレて家に寄りつかなかった長男が
父親にこう言ったのです。「俺が実家の農業を頑張る
からこいつを大学に行かせてやってくれ！」。以来ず
ーっと頑張って農業をしています。
グレていた兄貴を更生させたのは“私の力”でござい
ます。

プリンスホテルで社会人野球を 10 年位やって、表彰
されて、その後は会社でホテル業を学んで、将来は
社長にでもなろう。そう夢見ていました。野球は眼中
になかったのです。
1979 年社会人 1 年目。全日本のメンバーに選ばれて
キューバへ。1980 年社会人 2 年目。東京世界選手権
大会（ＷＢＣの前身）に出場。
その様子は田舎にも伝わったようで、ある日父親から
「プロに行ってお前に使った大学費用を返せ！」と言
われました。私は「西武ライオンズに指名されたら行く、
それ以外だったらこのまま残りたい」と伝えました。
運命のドラフト当日、西武ライオンズから指名！！！
プリンスホテルの支配人は私の仕事ぶりを買ってくれ
ていたので非常に残念がっていましたが、頑張れと送
り出してくれました。

私が育った頃は、自分
の意思が反映される時
代背景ではありません
でした。親や先生の言
うとおりに人生の方向
づけをされてきた時代
でした。
でも、今思えば、それは
それで悪いことではな
かったのかも知れませ
ん。ここで大学を辞めた
ら監督の顔に泥を塗る。辞める訳にはいかない。そん
な意地みたいなものもあったし、何となく頑張ったらプ
ロまで行って、そして人が羨むような現役生活を送り、
色々な思い出もつくれた。
そこそこの野球人生だったかなぁと思います。
野球を通じて、肉体的にも精神的にもタフになりまし
た。
選んだ人生は決して後悔していません。自分の今ま
での人生を否定するものは何一つありません。
1 球、1 プレーで流れが変わる。瞬時に対応が求めら
れる。人生に於いても必要とされることです。
考える力、学ぶ力、協調性、行動力、コミュニケーショ
ン能力等々を野球を通じて覚えました。

得意分野

好きな事
大学に入って 6 畳一間で部屋長が中畑清先輩。
私が学ランを着て学校に行こうとすると、「学校なんて
行かんでいい。バット振っとけ！走っとけ！」と。
先輩の命令に逆らえるはずもありません。まぁそのお
蔭か、大学 2 年、3 年で全日本のメンバーに選ばれ、
日米大学野球選手権大会に行きました。大学 3 年の
時アメリカにも行きました。
中畑さんのお蔭でしょうか？？？
大学卒業後もプロに行こうなどという考えは全くなく、
プリンスホテルに入社しました。

生きがい
人や地域の
為になる

fee

生きがいとは…
人生百年と言われる時代になりました。生きていくた
めに仕事をしなければなりません。

私の経験から、良いと思っている教育を未来に向けて
変革して伝え残していく。これが、今後私のやる仕事
になるのではないか．．．
自分の得意分野、好きな事、そして人や地域の為に
役に立つ、そして少しばかり fee が頂ければ．．．
自分の得意分野を活かして、足りない所は他人にお
願いして協力してもらおう。
人に共感、賛同していただけるような構想や志を持ち、
人様を巻き込みながらその構想を進めよう。
私一人の経験、知識、人脈、財力には限りがある有限
です。一人では出来ませんが、他人の力を借りれば
あらゆることが無限となり可能性が高まります。
そう考えて動きはじめました。
そして、65 才の私がこのコロナ禍で生きがいを見つけ
ました。18 才の時、大学に行くために東京に出てきた
頃に思い描いていた“先生”をやろうと思っています。
アメリカのフロリダにあるＩＭＧというスポーツアカデミ
ーのような学校の先生です。
今の世の中、複雑な家庭環境、複雑な社会環境の中
で、プロを目指したい、自分のやりたいことを極めてい
きたいと思っている子供たちを育てたい。
構想以来 2 年ほど沖縄と行き来してある自治体と話が
進んでいます。
野球・ゴルフ・テニス・バスケット・バトミントン・卓球にフ
ォーカスして、将来プロになりたい若者を沖縄に集め
たい。対象は高校生です。
だけど、なれない人もいる。その人はどうやってご飯を
食べていく？
現代は、アスリート一人をサポートするために、コーチ、
栄養士、トレーナー等々のワンチームになって行いま
す。スポーツと栄養学、スポーツとメンタル、スポーツ
とトレーニング、スポーツとビジネス、そして今はスポ
ーツとサイエンス。万が一アスリートの夢が断たれても、
サポートする側の仕事ができるようなカリキュラムも用
意したいと考えています。
更に、プロスポーツ選手を目指しながら高校も卒業し
たい、或いは大学に行きたいという人には、学校とタ
イアップして通信教育が受けられるようにしたいとも考
えています。
実は昨日、75 年の歴史のある沖縄の通信教育学校と
タイアップすることが決まりました。
ソフト面は我々が行いますが、ハード面の野球場 2 面、
テニスコート 16 面、体育館、ゴルフ場等々は自治体
にお願いしています。

日本の指導者は素晴
らしいと称賛されていま
す。
多様性の時代です。グ
ローバルな時代です。
台湾・韓国・中国の若
者にも来て頂いて、日
本人のきめ細やかな指導によって夢を成就する。
今アメリカで大谷翔平が活躍していますが、彼の二刀
流もさることながら、所作言動が評価されています。
今世界では色々な競争があります。当然競争はあっ
てしかるべきですが、競争の中においても必ず倫理
観、モラル、ルールを大事にしなければなりません。
それを彼はアメリカで示してくれています。
第 2 第 3 の大谷翔平や錦織圭をこのアカデミーから
排出して世界に羽ばたいてもらいたい。
そして、スポーツを通して日本人の持つ倫理観を知ら
しめてもらいたい。
そんな人間の教育をしたい、先生をやりたいのです。
コロナ禍収束間近にオミクロン株が出現し、先が見え
ない時代背景です。皆様のお仕事もさぞ大変でしょう。
でも、大変大変と言うだけではなく、今何をすべきか、
生きがいは何なのか、これからどう生きていくのか、自
問自答しながら自分の進む方向を見つける時間を作
っていただきたいと思います。

「壮年よ、大志を抱け！」
「老年よ、大志を抱け！」
です。
人生百年に向かって、仕事をし、生き生きと生きてい
かないとダメです。自分の考え、腹一つです。
どうか腹をくくって前を向いて、今年一年を素晴らしい
一年にして頂きたいと思います。
是非とも頑張って下さい。

浜野君

寳積君

稲見君

沼﨑君

大野君

柴田君
お詫び

今回石毛様にはたくさんのお話しをしていた
だきましたが、編集の関係上、一部掲載でき
ませんでした。
何卒ご理解の上、ご容赦くださいますようお願
い申し上げます。
石毛様、本日はお忙しい中、またこのような状況の中、お越し
頂きありがとうございました。
180 ㎝の長身から発せられる言葉は、力強く魅力的で、運を引
き寄せるような不思議な重みがありました。
与えられた環境の中で精一杯自己表現してこられた人生は、
まだまだ続いているご様子。
どうかいつまでも夢を見続け、そして実現して下さい！
そして、またいつかその夢のお話しを聞かせてください。

高田君
若松君
渡邉君

本日の卓話は石毛様です。石毛様のお
話はいつも楽しく有意義なので楽しみ
に来ました。宜しくお願い致します。
新たな年明けとともに新たな戦いがは
じまりました。皆さん、3 回目のワク
チンは必ずうって下さい。本日は石毛
宏典様、御多忙の中ようこそおいで下
さいました。卓話、心から楽しみにし
ております。
石毛宏典様、今日はようこそ狭山中央
ＲＣにおこしいただきました。お話、
楽しみです。
石毛選手、ようこそ私達のクラブへい
らっしゃいました。しばらくぶりです。
これからもよろしくお願いします。
狭山でも感染者が増えてきましたが、
皆様お体ご自愛ください。石毛様卓話
楽しみにしておりました。よろしくお
願いします。
本日は石毛様、おいそがしい中私達ク
ラブの卓話に出席されています。内容
をしっかり受けとめたいと思います。
石毛さん、今日はお忙しいところをあ
りがとうございます。
石毛宏典さんの卓話楽しみにしていま
した。本日は宜しくお願いします。
石毛宏典様、新型コロナが増加してい
る中にお越し頂き有難うございます。
本日の卓話を楽しみにしておりました。
どうぞ宜しくお願い致します。

◆ 次の例会 ◆
2 月 18 日(金)
第 2 副 SAA： 沼﨑会員 大野会員
会 員 卓 話： 宮岡宏太郎会員

菊田君

小林君

江原君

皆様コロナの中、又さむさきびしい中
例会出席ありがとうございます。元プ
ロ野球選手石毛宏典様、本日忙しい中
卓話よろしくお願いします。
日ざしの明るさが増してきました。桜
の開花予想も発表されたようですね。
小学生のときの書道で「希望の光」と
書いた事を思い出します。石毛さん、
ようこそおいで下さいましてありがと
うございます。
本日の外来卓話をお願いしている石毛
宏典様、お忙しいなかお越し下さいま
してありがとうございます。お話しを
楽しみにしておりました。宜しくお願
い致します。

2 月 25 日(金)
例会臨時変更
2 月 27 日(日) ＩＭに振替

❖ 新型コロナウイルス感染状況により変更する場
合があります。

