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【オンライン例会】

会員数：55名／出席数：30名
出席率：61.2％
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みなさんこんにちは。今週の例会は、新型コロナウ
イルスオミクロン株の感染拡大により完全オンライン
での開催となりました。プログラムに関係される会員
が例会場に数名来ておりますが、体調管理と感染対策
をしっかりと行っています。
本来ならば、本日開催予定でした皆川会員のお別れ
の会につきましても、安心して参加できる時期に再度
日程を調整しご案内致しますのでご理解のほどをよろ
しくお願いします。
また、１月17日に永島つる子会員のご主人がご逝去
されました。心からご冥福をお祈りいたします。会員
皆様には本日中に訃報を発信いたしますのでご確認く
ださい。

さて、私は、卓話をしていただきます越谷東高校野
球部顧問齋藤先生と42年前に越谷高校へ通っていた同
級生です。目の前にいて話しづらいのですが、改めて
月日が経過し歳を重ねたことを驚くほど実感していま

会式の日程については、出来るだけ多くの会員が参加
できる場面でと考えています。
それでは、一日も早く平穏な日常が戻りますことを
願って本日の会長挨拶といたします。

す。在校中は、彼は野球部、私はサッカー部に在籍し
て、高校３年間の多くの時間を部活動に打ち込み、顧
問の厳しい指導に耐えてきました。当時の野球部顧問
の先生は、私が３年生時の担任でした。いろんな意味
でお世話になりましたが、卒業後に先生の自宅の新築
祝いに行き、新しい絨毯をタバコの火で焦がした時に
最後のお叱りを受けました。サッカー部の顧問の先生
とも今でもお付き合いがあり、偶々昨夜もサッカー

幹事報告

幹事
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本日は、次会例会のご案内のみとなります。
次回、１月27日も100％リモート開催となります。
張政さんの卓話『感謝の手紙』を予定しています。多
数の会員の皆さまのご参加をお待ちしております。

ワールドカップ予選の中国戦とサウジアラビア戦の埼
玉スタジアムでのチケットがあるよと連絡がありまし
た。その際に野球部だった齋藤君が明日卓話をするこ
とを伝えたところ、大変喜んでいました。生徒と先生

スマイル報告

の関係が先生と生徒の関係になり、長年高校野球にか
かわってきた齋藤先生が本日どのような話をしてくれ
るのかを大変楽しみです。きっとコロナウイルスの影

社会奉仕委員会

今

回
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計

438,610円

響で沈滞しているムードを吹き飛ばすような話をして

第1668回 1月27日

になりますので止めておきましょう。
最後に先ほどご紹介いたしました株式会社電翔竹内
私たちの新しいメンバーとしてお迎えいたします。入

順平

次の例会の案内

もらえると期待しています。これ以上はプレッシャー

達也様にもこの後ご挨拶をいただきますが、近日中に

畔上

卓話
米山記念奨学生

張政様

「感謝の手紙」

ビジターゲスト挨拶

株式会社 電翔

みなさん初めまして。
私は、越谷市弥生町で4K・8Kテレビアンテナ設
置等の電気通信業を営んでおります。

ご紹介

代表取締役

竹内

達也 様

この度越谷東ロータリークラブに入会させていた
だくことになりました。若輩者ですが、皆様からご
指導いただけます様お願い申し上げます。

紹介者

会長

加藤

盛也

私の会社の近くで誠実に事業を行っている礼儀正しい若手の経営者です。奉仕活動にも積極的に取り
組む気持ちを持たれています。新しい仲間としてお迎えしたいと思いますので皆さんよろしくお願いし
ます。
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越谷東高校が甲子園に・・・
それに対し、多くの人は「はっ・・・？そんなの無理に決まってるだろ」「そんなこと出
来るわけないじゃん」と言います。
“挑戦”とは到底無理だと思われることに対して勇気を持って立ち向かうことです。
「ダメかもしれない」「無理かもしれない」
・・・・それでも、やってみませんか？
可能性は０％ではないはずです。
ただ３年間何となく頑張るだけではなく、周りから何を言われようとも“甲子園出場”と
いう大きな“夢と希望”を持ってワクワクしながら越谷東高校で甲子園出場に挑戦してみ
ませんか？

強くて応援してもらえるチーム

奇跡への挑戦 2022 夏

越谷東高校硬式野球部

強くて応援してもらえるチームは、生活態度がしっかりしており、
弱小校は、そんなことは野球に関係ないと思っている。
強くて応援してもらえるチームは、はっきりと心地よい声で挨拶と返事が出来るが、
弱小校は、そんなことは関係ないから声が小さく、そもそも挨拶や返事をしない者がいる。
強くて応援してもらえるチームは、自己管理がしっかりしていて常に全員揃い、
弱小校は、誰かが休んでも平気だし、それが当たり前になっている。
強くて応援してもらえるチームは、不満があってもじっと我慢し、謙虚に受け止め、
弱小校は、不満を口や態度に表し、まわりを不快にする。
強くて応援してもらえるチームは、練習に集中しているため黙々と取り組み、
弱小校は、練習以外に意識が向き、無駄話をする者がいる。
強くて応援してもらえるチームは、自らやろうとするから見ていなくてもしっかりやるが、
弱小校は、やらされているから見ていなければすぐ手を抜くし、さぼるし、楽をする。
強くて応援してもらえるチームは、少しでも多く練習しようとするから間の行動が速く、
弱小校は、テンポもリズムも悪く、行動が遅い。
強くて応援してもらえるチームは、チームの勝利のために、お互い厳しく接し、
弱小校は、互いに無関心で表向きは仲良しで、ただ楽しく出来ればいいと思っている。
強くて応援してもらえるチームは、何をやっても緻密で徹底しており、
弱小校は、何をやっても中途半端だから、同じミスを何回も繰り返す。
強くて応援してもらえるチームは、自信があるため自分たちのプレーに徹しており、
弱小校は、自信がないため相手のプレーを野次る。
強くて応援してもらえるチームは、向上心があり、勝利しても謙虚でさらに上を目指し、
弱小校は、少し勝つと浮かれてすぐ満足する。
強くて応援してもらえるチームは、全体練習後も自分の課題に真剣に取り組み、
弱小校は、全体練習が終わるとすぐ帰る。
うちはどっちだ！？
お前はどっちだ！？
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挑戦者に“無理”という言葉はない。
バッテリーが落ち着いて野球をする。バッテリーが慌てたら野球にならない。
ゲーム中はミスを責めない。誰かのミスは誰かがカバーすればいい。
序盤、中盤に点が取れなくてもガマン。落ち着いて試合を進める。必ず、絶対、終盤にチャンスが来
る。そこで一気に行け。
⑸ 「打って勝つ」とはガンガン打って大量点を取ることではない。いつも打てるとは限らない。打てな
い試合もある。必ずチャンスが来ることを信じてプレーする。「打って勝つ」とは苦しみながらも“こ
こぞの場面”でしぶとく粘って粘って１本出すことである。
⑹ バントを失敗しても、盗塁を失敗してもがっかりするな。次がつなげばいい。ベンチが沈むな。
⑺ ガマン、ガマン。俺たちは絶対崩れない。
⑻ 試合は投手と野手の助け合い。どちらも良ければ楽に勝つ。どちらかが悪ければもう片方がカバーす
ればいい。それが野球。
⑼ 高めに抜けた変化球はホームランボールだ。見逃すな、打て！
⑽ 強豪校の立ち振る舞いをしよう。堂々としよう。相手はそれを見て「こいつら強そう」って思うはず
だ。
⑾ 膝下は“グッと” ガマン。だって、見逃しゃあボール球だぜ。低目にいい変化球を投げるピッチャー
崩すにゃ、その球打たねーことだ。
⑿ 粘打、粘打、粘打。クリーンヒットじゃなくてもいい。ポテンでも、ボテボテでもいい。ヒットはヒッ
トだ。むしろ、そのほうがピッチャーは嫌がる。
⒀ 俺たちは“接戦・悪天候”にはめっぽう強い。
⒁ 「ダッシュバック！」やらかしたら笑顔でダッシュバック！ ふて腐れたり、へこんだりしてはいけ
ない。試合中はヘタレてる暇なんかねえ。笑顔でダッシュバックして戻って来い。スタンドを含めたチー
ム全員で気持ちよくプレーしようぜ。
⒂ 野球の理想は「９回サヨナラ」「延長勝ち越し」そして、最後のアウトをカッコよく!

『顔は笑顔、言葉は前向き、行動は根性丸出し』こんなやつは・・・きっと強い

