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会長 長井義夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日は第 29 期 第一回目のクラブ

討論会の例会で、ガバナー補佐の小野

幸満様をお招きしております。ようこ

そお越しくださいました。後程、ご挨

拶を頂きたいと思っております。 

さて、岐阜中RC の会長経験者の方

のお話を聞きますと挨拶の話を考え

るのが大変だとよくお聞きします。秋

保さんのように、ロータリーを勉強さ

れ挨拶にされる方や、伊藤さん、勝野

さんのようにユーモアに富んだお話

など、私がもともと大勢の前で話をす

るのが苦手なので、いつも聞きながら

感心しておりました。名前の出なかっ

た元会長の方々も良かったです。 

今日は、少し話題を変えまして、高

校野球の話をしてみたいと思ってお

ります。私は本荘中学を卒業後、県立 

 

岐阜商業高校に入学し、サッカー部に

所属しておりました。サッカーをして

おりますと野球部と同じグランドの

中で練習をしているのですが、グラン

ドの 80％を硬式野球部が使用し、軟式

野球部が 10％、サッカーが 10％の広

さでしておりますので、サッカーの練

習中に硬式ボールが近くに落ちてく

ることが、たまにありました。当然、

クラブの予算も桁違いでした。在籍中

のことを思い出してみますと、2 人の

選手が今でも思い出されます。2 人と

も左バッターの高橋選手と鍛冶舎選

手です。勝野会員のご子息も在籍し活

躍されていたようですが、知りません

でした。高橋選手が練習で打席に立つ

と鋭い打球が北側の校舎を目がけて

連続で打ち込まれていました。どっし

りして身長はあまり高くありません

でしたが凄い選手だなーと思ってい

ました。夏の岐阜県の決勝戦の大事な

場面では敬遠され打たせてもらえま

せんでした。その後、法政大学、本田

技研で活躍されたと聞いています。も

う一人が、皆さんもご存じだと思いま

すが、鍛冶舎選手でした。ピッチャー

で４番打者として大活躍され、甲子園

では大会 100 号ホームランを打ち、そ

の後、早稲田大学、松下電器で日本 

 

代表選手としても有名な方です。松下

電器の後には、指導者としてクラブチ

ームオール牧方では中学選手権で５

年連続日本一になり、多くの野球選手

を育てたと聞いております。その後、

九州の秀岳館の監督になられ、4 回甲

子園に出場し、3 回ベスト 4 に入りま

した。 

県岐商は最近、甲子園へあまり行け

ておりませんが、今年 3 月 1 日に、鍛

冶舎氏が監督に就任されました。強い

チームにするには3年掛かるとも聞い

ていますが、母校の活躍を期待したい

と思います。皆様には、昔の懐かしい

話を少し楽しんでいただけたのでは

ないでしょうか。ちなみにサッカー部

は、毎年弱いチームでした。一度ハッ

トトリックしたことがあります。 

これにてご挨拶にさせていただき

ます。ありがとうございました。 

ガバナー補佐訪問 

 

 

 

 

 

 

 

前 例 会 の 記 録 次 回 予 定 
  

 

 

平成30 年7 月 14 日(土) 

第1286回例会 第1203号

2018-19  RI テーマ 

インスピレーションになろう 楽しもう ロータリー 広げよう 友情の輪 

会 長 長 井 義 夫 

幹 事 市 橋 英 二 

発 行 公共イメージ委員会 

例 会 火曜日12 時30 分 

会 場 岐阜都ホテル 

事務局 岐阜市神田町2-2 

電 話 058-264-9235 

[出席]会員総数27名（出席免除5名）

本日出席16名 72.73％ 

[行事] クラブフォーラム（１） 

岐阜Ａグループガバナー補佐 

   小野幸満様 

担当 幹事

 

第１２８５回  

平成３０年７月１０日(火) 

[点鐘] １２時３０分 

[ソング] 我等の生業 

[ゲスト] 岐阜Ａグループ 

ガバナー補佐 小野幸満様 

[ビジター]  

 

第１２８７回 

平成３０年７月２４日(土)  

[点鐘] １２時３０分 

[行事] 卓話 

担当 職業奉仕委員会 

必達！！第１例会出席率 100％   必達！！年間例会出席率 90％ 

ガバナー補佐 小野幸満様 
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故金正司会員へ地区ポリオ・プラス小

委員会委員長 委嘱状伝達 

委員会報告 

ゴルフ同好会 幹事 安藤元一 

今期の第１回ゴルフコンペを下記

にて開催しますので、奮ってご参加願

います。なお、本日例会ご欠席の方も

みえますので、ファクスにて年会費請

求も合わせてご連絡します。 

開催日時：平成 30 年 9 月 22 日（土） 

     午前 10 時 28 分スタート 

開催場所：岐阜関カントリークラブ 

 西コース 

※午前１０時までにご集合願います。 

地区ポリオ・プラス小委員会 

委員長 故金正司 

 

 

 

 

 

 

 

 

映画「プレス しあわせの呼吸」が全

国公開となります。内容はポリオによ

って全身まひになり、人口呼吸器をつ

けながら自由な発想とユーモアで明

るく自分らしく生きる実在の主人公

と奥さまを描く感動作です。ポリオ撲

滅活動にお役立てください。 

クラブフォーラム 

クラブ奉仕委員会 委員長 森 益男 

 親睦、出席、公共イメージ、会員増

強と対内奉仕として重要な委員会を

補佐することはもちろんですが、会

長・幹事のサポートも大きな役割と自

覚しております。一年間、耳障りなこ

とも申し上げるかもしれませんが、ご

協力よろしくお願いいたします。 

親睦委員会 委員長 田辺雅範 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9 月に一泊観月例会、12 月にクリス

マス夜間例会、2月に3ＲＣ合同例会、

4 月に観桜夜間例会、6 月に最終夜間

例会を行ないます。皆様のご出席をお

願いします。 

米山奨学特別事業委員会 

委員長 田辺雅範 

7、8、10 月に米山軽食を行い、例

会食事代との差額を寄付します。特別

寄付については対象者 8 名です。 

公共イメージ委員会 

委員長 竹村安史 

 

 

 

 

 

 

 

 

 委員会活動と連携して状発信を活

発にし、広報を充実させる。特にＨＰ

以外にFacebook やLINE を利用して、

スマートホンからのアクセスを活発

に行う。また、他クラブの同委員会と

の情報交換も考えたい。 

会長増強委員会 

副委員長 篠田たつゑ 

 会員増 5 名ですので、皆様のご協力

よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席向上委員会 委員長 中山 章 

 

 

 

 

 

 

 

 

 100％出席の例会を目指してがんば

ります。よろしくお願いいたします。 

ロータリーバンド委員会 

委員長 中山 章 

 本年はボランティア活動も視野に

入れていこうと思っています。 

ロータリー財団委員会 

委員長 渡辺成洋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 岐阜中RC は、過去に地区補助金、

WCS 補助金をいただいておりますが、

グローバル補助金はいただいており

ません。本年度はグローバル補助金に

トライアルをしてみたいと思ってお

ります。 

３０周年準備委員会 渡辺成洋 

 本年は受益者負担で夜に開催しま

す。指名された方は快くご参加下さい。 

友情と奉仕の灯を 
スマイルボックス委員会 

ガバナー補佐 小野幸満様 

 今年度、岐阜Ａグループガバナー

補佐を務めさせていただきます。一

年間お世話になりますが、よろしく

お願いします。 

長井義夫君 

 本日、Ａグループの小野ガバナー

補佐、お越しいただきありがとうご

ざいます。 

篠田たつゑ君 

一年間よろしくお願いします。（副

Ｓ.Ａ.Ａ.） 


