


　

　

　本日は令和４年最後の例会です。早いもので杉原

年度も半分過ぎました。あと半年宜しくお願い致し

ます。今日は重工三原野球部の話をしたいと思います。

　私が入社した昭和52年当時重工には、横浜、名古

屋、神戸、三原、広島、長崎の６チームがあり、そ

の他三菱自動車にも東京、名古屋、京都、水島の４

チームがありました。重工三原は中々の強豪チーム

でしたが、当時都市対抗野球には中国地方から２

チームしか出場できず、かなり激戦地区でした。中

国地方の強豪チームとして山口の新日鉄光、協和発

酵、広島の重工広島、重工三原、ＮＴＴ中国、日本

鋼管福山、常石鉄工、岡山の川鉄水島、三菱自工水

島、三井造船玉野などでこの中から２チームですか

らかなり狭き門でした。

　重工三原は昭和41年に都市対抗初出場でベスト８、

又昭和49年にも同様に都市対抗出場でベスト８、こ

れらも含め計５回都市対抗に出場しました。

　プロに行った有名選手としては、巨人から南海で

活躍した山内新一投手、阪急の蓑田選手、巨人の角

三男投手、等です。中国地方には先ほど申し上げた

強豪チームがありましたが、中でも日本鋼管福山と

重工広島が当時は頭一つ抜けていたように思います。

特に鋼管福山には田村投手という大投手がいて、彼

は４～５回プロのドラフトにかかりましたがプロに

はいかず、鋼管福山でピッチャーを通しました。右

のアンダースローでスピードボールはなかったので

すが、頭脳的なピッチングと右バッターに食い込む、

左バッターには当たりそうになるシュートが武器で、

田村が出てくるとああもう打てないなという感じで

した。あと４番バッターの山内、彼にはここぞとい

うところで良く痛打された記憶があります。二人と

も高卒で鋼管福山に入社してきた苦労人で、私より

６歳くらい上でしたが、迫力のあるピッチャーと

バッターでした。あと印象に残っているのは、協和

発酵に昭和54年に入ってきた津田恒美投手です。ご

存知のカープの炎のストッパーです。素晴らしいス

ピードボールを投げていました。私の中では江川の

次に印象に残っています。

　重工三原では新入社員は都市対抗の野球の応援団

として参加することになっていました。私は応援経

験者ということで２年目も応援団に加えられたよう

に思います。残念ながら私が応援していた年には後

楽園には行けませんでした。

　昭和52年当時、中軸バッターは慶応ＯＢで小倉高

校先輩の野端さんと同じく慶応ＯＢで６大学３冠王

の後藤寿彦さんでした。野端さんが私の５歳上、後

藤さんは私の１つ上、本当によく可愛がっていただ

きましたし、この二人とは今もお付き合いしていま

すし、野端さんとは３年前、後藤さんとは去年大分

でゴルフをやり、楽しく会食しました。

　野球部のメンバーは大体総務部か資材部に所属し

ていて、私の職場にも何人かいて、野球部の若い連

中を家に呼んで食事会をよくやっていました。食欲

は半端なかったです。すき焼きとカレーを準備して

いて肉たっぷりのすき焼きを平らげた後、カレーを

食べるのですが、ご飯が足りなくなり、もう一度ご

飯を炊きなおすことなど何度かありました。野球部

若手４人位でそんなかんじでした。あれだけ食べら

れると見ていて気持ちが良いものです。

　野球部の先輩、若手との交流は三原時代の良き思

い出です。残念ながら重工三原の野球部は2014年に

解散となり今はもうないのが寂しい限りです。

　今日の会長の話はこれで終わりますが、少し早い

ですが、皆さま良いお年をお迎えください。

　

　

１．地区大会のご案内（回覧）

　　パンフレットは１月の例会で皆様にお配りします。

　　人吉市は宿泊施設に限りがございますので、本

会議当日ご宿泊を検討されている方はお早めに

お声かけください。

　　＜地区大会＞

　　　ＲＩ会長代理歓迎晩餐会

　　　　　　　　　　　2023年４月14日

　　　本会議、希望交流会　　４月15日

　　　ゴルフコンペ、エクスカーション

　　　　　　　　　　　　　　４月16日

２．補助金管理セミナー開催ご案内

　　日　　　時：2023年２月11日

　　　　　　　　13：00～16：00

　　会　　　場：パトリア日田　小ホールせせらぎ

　　参加対象者：会長エレクト、次年度ロータリー

財団委員長、次年度国際奉仕委員

長、その他財団に関心のある会員

の方々

３．2720JapanO. K. ロータリーＥクラブより年末年

始の例会予定についてご連絡

　　2022.12.26～、2023.1.2～、2023.1.9～３週間

休会となります。

　　次回は2023.1.16～の例会より年始スタートと

なります。

　　メークアップ予定の方はご注意ください。

　

　

●大分第４グループ　藤田千克由ガバナー補佐（大

分中央ＲＣ）よりご挨拶いただきました。

　

　

●大分市内９ＲＣ親睦ゴルフ大会表彰

　岡本浩幸会員へ杉原会長から会長賞と飛び賞（19

位）が手渡されました

　

　

“優しさが未来に繋がる”

　　～子ども食堂・小児がんチャリティーを通じて～

2022 Miss Japan 大分代表　工藤　彩郁さん

　この度は、大変素晴らしい機会を頂き有り難うご

ざいます。皆様にお会いでき、貴重なお時間を頂き

ましたこと、誠に感謝申し上げます。ロータリーク

ラブの皆様のように、大分そして日本中を明るく照

らし、社会に貢献できる人間になることが、長い人

生をかけての最大の目標です。

　さて、私事となりますが、大分県大分市に生まれ、

現在は、医学生として勉学に励んでおります。約３

年前から子ども食堂を自ら立ち上げ・運営しており、

現在は、小児がん・大分赤十字病院様へのチャリ

ティー活動を行っております。

　今、私たちボランティアスタッフが一丸となり携

わっている活動があります。レモネードジュースや

大分の特産品であるかぼすを使用した、オリジナル

かぼすパウンドケーキを販売し得た収益を、JCCG
などの小児がん支援団体様や、日本赤十字病院様へ

寄付させて頂く活動です。

　かぼす果汁は大分有機かぼす農園様にご協力頂い

ております。こちらの農園では日本で唯一の有機か

ぼすが栽培されています。こちらのかぼす果汁を使

用して地域のレストラン様にオリジナル製品を作成

して頂いております。添加物、農薬を一切使用して

いない、体に優しいかぼすケーキとなっています。

これらを販売して得た利益を寄付しております。

　わが国では小児がんは子どもの死因の１位を占め

ており、年間500名が亡くなるとされ、毎日２人の

子どもの命が失われています。

　小児がんは進行が早く、すぐに入院がせまられま

す。そして、長い治療が必要となり、お金の問題や

精神的な負担が長い時間、家族にのしかかります。

　患者が少ないことから、治療法や薬の研究開発へ

の支援もとても少ないという現状があります。その

ため、小児がん支援のしくみづくりが他国よりも遅

れています。

　2014年、日本小児がん研究グループが発足し、小

児がん治療を開発するための全国組織がついに生ま

れました。小児がん治療を研究する、ほぼ全ての、

各県にある大学病院・小児病院・総合病院が、200

施設以上参加しております。

　今後の目標としては、地域の農家さん、企業様な

どとタイアップさせて頂き、かぼすだけではなく、

様々な大分の恵み、特産品を使用してオリジナル製

品を製作することです。

　大分の魅力の発信にもつながり、大分に行ってみ

よう、もっと知ろうというきっかけ作りにも繋がる

と思います。

　またイベントだけの取り組みではなく、継続した

販売ルートを確保したり、企業様とコラボして、ギ

フトとしても販売するなど、長期的にそして幅広く

行っていきたいと考えております。購入する人も、

受け取る人も、そして製作に関わる人全員が豊かな

気持ちになれる事が付加価値であると考えておりま

す。ギフトとして受け取った人は、今度は自分が何

かに使いたいと思って頂けるのでないかと思います。

　SDGsやサステナビリティの考え方が社会や消費

者の大きな関心事になっている現代では、ご協力く

ださる企業様にとりましてもメリットはあるかと思

います。

　戦争や飢餓、難民問題、コロナ禍など、現代にお

ける閉塞感の中では他者への愛や優しさというのは

向けにくいと思います。

　私の考えやボランティアスタッフ全員が行ってい

る事が、直ぐに結果に結びつかずとも、いつか誰か

の思いとなって、繋がっていけばそれだけで良いの

かなと思っています。

　ご協力頂けましたり、何かアドバイスを頂けます

と幸いです。どうぞお力添えをよろしくお願い致し

ます。

　難病と闘う子どもたちに勇気、希望、そして生き

る力を持ってほしい。

　幼い子どもたちが、一日でも早く学校に行って、

友達と会える日が来ることを願っています。

　

　

●ＲＩ第2720地区大分第４グループガバナー補佐

　藤田　千克由　様（大分中央ＲＣ）（１口）

　本日は貴重なお時間を頂きまして、ありがとうご

ざいます。

●杉原　正晴会員（３口）

　先週のクリスマス例会は大変楽しい会となりまし

た。世話役をされたクラブ管理運営委員会の皆様あ

りがとうございました。

　私の孫３人もサンタさんからそれぞれプレゼント

をもらい大変喜んでいました。

　お礼に３口ニコボックスさせて頂きます。

●福田　健二会員（２口）

　昨夜行われた大分日米協会のクリスマス会は最終

的に61名の参加で大成功に終わりました。

　コロナのせいもあり、当初12名までなった参加者

もロータリアンの友情に頼って参加をお願いした結

果でした。感謝して。

　

　
■2023年２月11日　補助金管理セミナー

　13：00～16：00 パトリア日田 小ホールせせらぎ

　

　

１月10日　定款第７条第１節に基づく休会

１月17日　ファンド奨学生卓話

１月24日　下期クラブ協議会（全員協議会）

　　　　　　※委員長より上期報告と下期取り組み発表

１月31日　ゲスト卓話　林　浩昭　氏

　　　　　　(国東半島宇佐地域世界農業遺産推進協議会長)

　　　　　　「“乾しいたけ生産活動”での持続可能

　　　　　　　性と倫理的消費」

２月７日　定款第７条第１節に基づく休会

２月14日　ガバナー公式訪問 ※大分1985ＲＣと合同

　　　　　　　（トキハ会館５Ｆ　カトレアの間）

２月21日　定款第７条第１節に基づく休会

２月28日　ゲスト卓話　小野　一馬　氏

　　　　　　（NPO法人Beautiful World）
３月７日　通常例会

３月14日　通常例会

３月21日　定款第７条第１節に基づく休会

３月28日　定款第７条第１節に基づく休会

お　知　ら　せ

例　会　予　定

ニコボックス 森若Ｓ.Ａ.Ａ.会 長 の 時 間
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クラブ名 開催日 会　　　場

別府市内ＲＣ事務局
（別府市西野口町1－1 青山通りビル3階）

ホテルサンバリーアネックス別 府 東

別 府 北

大分1985

大分1985 ト キ ハ 会 館1/30(月)

大 分 東 ト キ ハ 会 館1/26(木)

別　　府 両 築 別 邸1/13(金)

例　会　変　更

大分臨海 ホテル日航大分オアシスタワー
1/23(月)

ト キ ハ 会 館

大分臨海
ホテル日航大分オアシスタワー

★18：00～18：40
1/16(月)

1/11(水)

別府市内ＲＣ事務局
（別府市西野口町1－1 青山通りビル3階）

別 府 北 1/25(水)

別府市内ＲＣ事務局
（別府市西野口町1－1 青山通りビル3階）

別 府 北 1/18(水)

週報編集担当者

土　屋　勝　俊１月17日号

尾　野　文　俊１月24日号

中　村　直　樹１月31日号

吉　野　敏　成２月14日号

1/12(木)



　

　

　本日は令和４年最後の例会です。早いもので杉原

年度も半分過ぎました。あと半年宜しくお願い致し

ます。今日は重工三原野球部の話をしたいと思います。

　私が入社した昭和52年当時重工には、横浜、名古

屋、神戸、三原、広島、長崎の６チームがあり、そ

の他三菱自動車にも東京、名古屋、京都、水島の４

チームがありました。重工三原は中々の強豪チーム

でしたが、当時都市対抗野球には中国地方から２

チームしか出場できず、かなり激戦地区でした。中

国地方の強豪チームとして山口の新日鉄光、協和発

酵、広島の重工広島、重工三原、ＮＴＴ中国、日本

鋼管福山、常石鉄工、岡山の川鉄水島、三菱自工水

島、三井造船玉野などでこの中から２チームですか

らかなり狭き門でした。

　重工三原は昭和41年に都市対抗初出場でベスト８、

又昭和49年にも同様に都市対抗出場でベスト８、こ

れらも含め計５回都市対抗に出場しました。

　プロに行った有名選手としては、巨人から南海で

活躍した山内新一投手、阪急の蓑田選手、巨人の角

三男投手、等です。中国地方には先ほど申し上げた

強豪チームがありましたが、中でも日本鋼管福山と

重工広島が当時は頭一つ抜けていたように思います。

特に鋼管福山には田村投手という大投手がいて、彼

は４～５回プロのドラフトにかかりましたがプロに

はいかず、鋼管福山でピッチャーを通しました。右

のアンダースローでスピードボールはなかったので

すが、頭脳的なピッチングと右バッターに食い込む、

左バッターには当たりそうになるシュートが武器で、

田村が出てくるとああもう打てないなという感じで

した。あと４番バッターの山内、彼にはここぞとい

うところで良く痛打された記憶があります。二人と

も高卒で鋼管福山に入社してきた苦労人で、私より

６歳くらい上でしたが、迫力のあるピッチャーと

バッターでした。あと印象に残っているのは、協和

発酵に昭和54年に入ってきた津田恒美投手です。ご

存知のカープの炎のストッパーです。素晴らしいス

ピードボールを投げていました。私の中では江川の

次に印象に残っています。

　重工三原では新入社員は都市対抗の野球の応援団

として参加することになっていました。私は応援経

験者ということで２年目も応援団に加えられたよう

に思います。残念ながら私が応援していた年には後

楽園には行けませんでした。

　昭和52年当時、中軸バッターは慶応ＯＢで小倉高

校先輩の野端さんと同じく慶応ＯＢで６大学３冠王

の後藤寿彦さんでした。野端さんが私の５歳上、後

藤さんは私の１つ上、本当によく可愛がっていただ

きましたし、この二人とは今もお付き合いしていま

すし、野端さんとは３年前、後藤さんとは去年大分

でゴルフをやり、楽しく会食しました。

　野球部のメンバーは大体総務部か資材部に所属し

ていて、私の職場にも何人かいて、野球部の若い連

中を家に呼んで食事会をよくやっていました。食欲

は半端なかったです。すき焼きとカレーを準備して

いて肉たっぷりのすき焼きを平らげた後、カレーを

食べるのですが、ご飯が足りなくなり、もう一度ご

飯を炊きなおすことなど何度かありました。野球部

若手４人位でそんなかんじでした。あれだけ食べら

れると見ていて気持ちが良いものです。

　野球部の先輩、若手との交流は三原時代の良き思

い出です。残念ながら重工三原の野球部は2014年に

解散となり今はもうないのが寂しい限りです。

　今日の会長の話はこれで終わりますが、少し早い

ですが、皆さま良いお年をお迎えください。

　

　

１．地区大会のご案内（回覧）

　　パンフレットは１月の例会で皆様にお配りします。

　　人吉市は宿泊施設に限りがございますので、本

会議当日ご宿泊を検討されている方はお早めに

お声かけください。

　　＜地区大会＞

　　　ＲＩ会長代理歓迎晩餐会

　　　　　　　　　　　2023年４月14日

　　　本会議、希望交流会　　４月15日

　　　ゴルフコンペ、エクスカーション

　　　　　　　　　　　　　　４月16日

２．補助金管理セミナー開催ご案内

　　日　　　時：2023年２月11日

　　　　　　　　13：00～16：00

　　会　　　場：パトリア日田　小ホールせせらぎ

　　参加対象者：会長エレクト、次年度ロータリー

財団委員長、次年度国際奉仕委員

長、その他財団に関心のある会員

の方々

３．2720JapanO. K. ロータリーＥクラブより年末年

始の例会予定についてご連絡

　　2022.12.26～、2023.1.2～、2023.1.9～３週間

休会となります。

　　次回は2023.1.16～の例会より年始スタートと

なります。

　　メークアップ予定の方はご注意ください。

　

　

●大分第４グループ　藤田千克由ガバナー補佐（大

分中央ＲＣ）よりご挨拶いただきました。

　

　

●大分市内９ＲＣ親睦ゴルフ大会表彰

　岡本浩幸会員へ杉原会長から会長賞と飛び賞（19

位）が手渡されました

　

　

“優しさが未来に繋がる”

　　～子ども食堂・小児がんチャリティーを通じて～

2022 Miss Japan 大分代表　工藤　彩郁さん

　この度は、大変素晴らしい機会を頂き有り難うご

ざいます。皆様にお会いでき、貴重なお時間を頂き

ましたこと、誠に感謝申し上げます。ロータリーク

ラブの皆様のように、大分そして日本中を明るく照

らし、社会に貢献できる人間になることが、長い人

生をかけての最大の目標です。

　さて、私事となりますが、大分県大分市に生まれ、

現在は、医学生として勉学に励んでおります。約３

年前から子ども食堂を自ら立ち上げ・運営しており、

現在は、小児がん・大分赤十字病院様へのチャリ

ティー活動を行っております。

　今、私たちボランティアスタッフが一丸となり携

わっている活動があります。レモネードジュースや

大分の特産品であるかぼすを使用した、オリジナル

かぼすパウンドケーキを販売し得た収益を、JCCG
などの小児がん支援団体様や、日本赤十字病院様へ

寄付させて頂く活動です。

　かぼす果汁は大分有機かぼす農園様にご協力頂い

ております。こちらの農園では日本で唯一の有機か

ぼすが栽培されています。こちらのかぼす果汁を使

用して地域のレストラン様にオリジナル製品を作成

して頂いております。添加物、農薬を一切使用して

いない、体に優しいかぼすケーキとなっています。

これらを販売して得た利益を寄付しております。

　わが国では小児がんは子どもの死因の１位を占め

ており、年間500名が亡くなるとされ、毎日２人の

子どもの命が失われています。

　小児がんは進行が早く、すぐに入院がせまられま

す。そして、長い治療が必要となり、お金の問題や

精神的な負担が長い時間、家族にのしかかります。

　患者が少ないことから、治療法や薬の研究開発へ

の支援もとても少ないという現状があります。その

ため、小児がん支援のしくみづくりが他国よりも遅

れています。

　2014年、日本小児がん研究グループが発足し、小

児がん治療を開発するための全国組織がついに生ま

れました。小児がん治療を研究する、ほぼ全ての、

各県にある大学病院・小児病院・総合病院が、200

施設以上参加しております。

　今後の目標としては、地域の農家さん、企業様な

どとタイアップさせて頂き、かぼすだけではなく、

様々な大分の恵み、特産品を使用してオリジナル製

品を製作することです。

　大分の魅力の発信にもつながり、大分に行ってみ

よう、もっと知ろうというきっかけ作りにも繋がる

と思います。

　またイベントだけの取り組みではなく、継続した

販売ルートを確保したり、企業様とコラボして、ギ

フトとしても販売するなど、長期的にそして幅広く

行っていきたいと考えております。購入する人も、

受け取る人も、そして製作に関わる人全員が豊かな

気持ちになれる事が付加価値であると考えておりま

す。ギフトとして受け取った人は、今度は自分が何

かに使いたいと思って頂けるのでないかと思います。

　SDGsやサステナビリティの考え方が社会や消費

者の大きな関心事になっている現代では、ご協力く

ださる企業様にとりましてもメリットはあるかと思

います。

　戦争や飢餓、難民問題、コロナ禍など、現代にお

ける閉塞感の中では他者への愛や優しさというのは

向けにくいと思います。

　私の考えやボランティアスタッフ全員が行ってい

る事が、直ぐに結果に結びつかずとも、いつか誰か

の思いとなって、繋がっていけばそれだけで良いの

かなと思っています。

　ご協力頂けましたり、何かアドバイスを頂けます

と幸いです。どうぞお力添えをよろしくお願い致し

ます。

　難病と闘う子どもたちに勇気、希望、そして生き

る力を持ってほしい。

　幼い子どもたちが、一日でも早く学校に行って、

友達と会える日が来ることを願っています。

　

　

●ＲＩ第2720地区大分第４グループガバナー補佐

　藤田　千克由　様（大分中央ＲＣ）（１口）

　本日は貴重なお時間を頂きまして、ありがとうご

ざいます。

●杉原　正晴会員（３口）

　先週のクリスマス例会は大変楽しい会となりまし

た。世話役をされたクラブ管理運営委員会の皆様あ

りがとうございました。

　私の孫３人もサンタさんからそれぞれプレゼント

をもらい大変喜んでいました。

　お礼に３口ニコボックスさせて頂きます。

●福田　健二会員（２口）

　昨夜行われた大分日米協会のクリスマス会は最終

的に61名の参加で大成功に終わりました。

　コロナのせいもあり、当初12名までなった参加者

もロータリアンの友情に頼って参加をお願いした結

果でした。感謝して。

　

　
■2023年２月11日　補助金管理セミナー

　13：00～16：00 パトリア日田 小ホールせせらぎ

　

　

１月10日　定款第７条第１節に基づく休会

１月17日　ファンド奨学生卓話

１月24日　下期クラブ協議会（全員協議会）

　　　　　　※委員長より上期報告と下期取り組み発表

１月31日　ゲスト卓話　林　浩昭　氏

　　　　　　(国東半島宇佐地域世界農業遺産推進協議会長)

　　　　　　「“乾しいたけ生産活動”での持続可能

　　　　　　　性と倫理的消費」

２月７日　定款第７条第１節に基づく休会

２月14日　ガバナー公式訪問 ※大分1985ＲＣと合同

　　　　　　　（トキハ会館５Ｆ　カトレアの間）

２月21日　定款第７条第１節に基づく休会

２月28日　ゲスト卓話　小野　一馬　氏
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として参加することになっていました。私は応援経
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藤さんは私の１つ上、本当によく可愛がっていただ

きましたし、この二人とは今もお付き合いしていま
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２月14日　ガバナー公式訪問 ※大分1985ＲＣと合同

　　　　　　　（トキハ会館５Ｆ　カトレアの間）

２月21日　定款第７条第１節に基づく休会

２月28日　ゲスト卓話　小野　一馬　氏

　　　　　　（NPO法人Beautiful World）
３月７日　通常例会

３月14日　通常例会

３月21日　定款第７条第１節に基づく休会

３月28日　定款第７条第１節に基づく休会

お　知　ら　せ

例　会　予　定

ニコボックス 森若Ｓ.Ａ.Ａ.会 長 の 時 間

卓　　　　　話

ガバナー補佐訪問

委 員 会 報 告

杉原会長

幹　事　報　告 山本幹事

クラブ名 開催日 会　　　場

別府市内ＲＣ事務局
（別府市西野口町1－1 青山通りビル3階）

ホテルサンバリーアネックス別 府 東

別 府 北

大分1985

大分1985 ト キ ハ 会 館1/30(月)

大 分 東 ト キ ハ 会 館1/26(木)

別　　府 両 築 別 邸1/13(金)

例　会　変　更

大分臨海 ホテル日航大分オアシスタワー
1/23(月)

ト キ ハ 会 館

大分臨海
ホテル日航大分オアシスタワー

★18：00～18：40
1/16(月)

1/11(水)

別府市内ＲＣ事務局
（別府市西野口町1－1 青山通りビル3階）

別 府 北 1/25(水)

別府市内ＲＣ事務局
（別府市西野口町1－1 青山通りビル3階）

別 府 北 1/18(水)
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尾　野　文　俊１月24日号

中　村　直　樹１月31日号

吉　野　敏　成２月14日号

1/12(木)


