
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≪第 1074 回例会報告 2017 年 10 月 25 日≫ 

司会：榎本会員 

■点鐘：栗山会長 

■ロータリーソング斉唱 

「日も風も星も」「四つのテスト」 

：ソングリーダー 佐藤大輔会員 

■「ロータリーの目的」東京臨海 RCVer.唱和：本多副会長 

■来賓・ゲストスピーカー紹介：栗山会長 

ゲストスピーカー 合田秀雄様 

ガバナーエレクト 松坂順一様 

ガバナーノミニー 新本博司様 

東京葛飾東ロータリークラブ 

会長 神谷 恭様 

幹事 大久孝幸様 

次年度会長 金子弘士様 

次年度幹事 吉田勝弘様 

■ご挨拶 

・ガバナーエレクト 松坂順一様 
 来年度は斉藤ガバナー補佐、地区幹事を今井さんと、ご協力あ

りがとうございます。次年度はご支援をお願いいたします。 

・ガバナーノミニー 新本博司様 
 沖縄から来たので寒いです。日本は広いです。 

 皆さんのご協力を得て、来年は頑張ります。 

 日ごろから今井会員には沖縄でお世話になり、 

 気分的にも臨海さんとはお近く感じていますので、宜しくお願

いいたします。 

■会長報告：栗山会長 
・バナー交換 

 新本博司ガバナーノミニー（那覇 RC） 

・一般財団法人比国育英会バギオ基金より感謝状が 

届きましたので贈呈致します。 

◇東京臨海ロータリークラブ（第 111 回感謝状） 

◇斉藤実会員（第 55 回感謝状） 

・2020―2021 年度当地区ガバナー（ガバナーノミニーデジグネー

ト）に東京小石川 RC の野生司義光（のうす よしみつ）様が決

定致しました。 

・江戸川区民まつりが盛況に開催された旨、お礼状が届きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・東分区ゴルフで 3 位に入りました。本大会に出場します。 

・元会員の、現会員の大西会員のお父様 大西ひでお先生が先日の

衆議院選挙で当選することが出来ました。皆さんのご支援のお

かげです。さてこの世の中を変えることは私にも出来ないかと

考えました。先ず二年後の消費税のアップです。オリンピック

も重なり経済は成長するが、その後の景気の影響に対応できる

か、そのあたりが経営者としての資質が問われると思います。

「原因と結果の法則」という本を紹介します。心は想像の達人、

私たちは心、想いという道具を用いて、自分の人生を形作る。

その中で様々な喜びや悲しみを打ち出す。よって心の中で作り

出した人間になります。私たちを取り巻く環境は、私たち自身

を映し出す鏡です。心に響きました。皆さんもお読みください。 

■幹事報告：髙橋幹事 
・次回例会は、東分区ＩＭ開催に伴い、10 月 30 日（月）12：30

からホテルニューオータニの「ほり川」日本料理で開催します。

また、東分区ＩＭに登録されている皆様は、必ずご出席をお願

い致します。尚、11 月 1 日（水）は、例会はありません。 

・東京小石川 RC からご案内です。図書館総合展 2017 のフォーラ

ム『グレートブックスに学ぶ世界遺産』のユネスコ憲章の「心

の中に平和の砦を築く」平和教育運動に協力する事になりまし

た。 

①催事名：第 19 回図書館総合展 

②日時：2017 年 11 月 9 日（木）10:00～17:00 

③場所：パシフィコ横浜 

・11 月の定例理事役員会の開催日を変更します。 

開催日時：11 月 15 日社会奉仕部門フォーラム終了後。 

■委員会報告 

・クラブ研修リーダー（斉藤委員） 
 バギオ基金の感謝状について。20 万ごとに感謝状が届きます。

111 回目です。すばらしいクラブです。 

 ロータリーの友10月号より。横組み9ページの記事の姫軍さん。

この方は私たちのクラブの最初の米山奨学生です。ぜひ読んで

ください。次にロータリーアットワーク。私も寄稿しているの

で、来月か再来月にクラブ名で記載されます。10 月は蒲田 RC

です。縦組みの私の一冊。ここの地区奉仕員長の小林さんが石

田梅岩の本を推薦しています。こちらもぜひご一読下さい。 

10 月 25 日の出席率 

会員在籍者数       35 名 

会員出席者数       22 名 

会員欠席者数    13 名 

本日の出席率    64.71％ 

前々回訂正出席率 81.82％ 

11 月 8 日の卓話 

ロータリー財団月間卓話 

『次の 100 年に向けて踏み出した 

“はじめの一歩”』 

地区ポリオプラス委員会委員 

杉浦孝浩様（当クラブ会員） 

 

11 月 15 日の卓話 

『 社会奉仕部門フォーラム 』 

総合担当：社会奉仕委員長 田村浩康様 

 

講師 NPO 法人３keys 森山誉恵様 

 

 

2017 年 11 月 8 日 【第 1076 回】 



今週のメイクアップ（10/12～10/25） 

 地区の研修委員会で検討法案 3 つが規定審議 

会に持ち込まれることになりました。 

・ゴルフ幹事（司会者代読） 

 10 月 18 日に開催された東分区懇親ゴルフ大会 

で、当クラブは団体 3 位になりましたので、11 月 8 日（水）に

開催される地区懇親ゴルフ決勝大会に出場します。 

・親睦活動委員会（司会者代読） 

 新入会員大歓迎会（11 月 14 日（火））の出席の有無を今月中に

ご連絡下さるようお願い致します。 

・社会奉仕委員会（田村委員長） 
 なぎさ和楽園に臨海東 RC が中心にボランティ 

アで協力していますが、報告書が届いています 

のでご確認下さい。またご支援も引き続き宜し 

くお願いいたします。  

■出席状況報告：榎本会員 
⇒詳細は 1 頁バナー下に掲載 

■ニコニコ BOX 報告：佐藤正樹副委員長 
(ご意向)本日は、次年度の地区運営へのご支援のお願いに訪問致

しました。宜しくお願い致します。：ガバナーエレクト 松坂順

一様、会長 神谷恭様、幹事 大久孝幸様、次年度会長 金子弘士

様、次年度幹事 吉田勝弘様（東京葛飾東 RC） 

(ご意向)松坂ガバナーエレクト及び葛飾東 RC の皆様、沖縄から新

本ガバナーノミニー、卓話者 合田秀雄様、足元の悪い中、ご来

会誠にありがとうございます。大西先生、当選おめでとうござ

います。：栗山会長、本多副会長、髙橋幹事、須藤会員、佐久間

裕章会員、勝間田会員、斉藤会員、佐久間栄一会員、田村会員、

入澤会員、榎本会員、飯塚会員、山田会員、酒井会員、西野会

員、今井会員、笹本会員、篠塚会員 

 

 

 

 

■卓話：（紹介者：酒井会員） 

・合田さんとは 20 年以上のお付き合いです。 

 弊社を立ち上げたときから手伝っていただき、 

 若い社員たちのよいお手本として活躍してい 

 ます。彼は昔野球をやっていたこともあり、 

 とある広告代理店からシーズンオフの某プロ野球選手のキャッ

チボール相手を依頼され、それ以来その選手から大きな信頼を

得て、その選手のメジャーリーグの大活躍を裏から支えていま

した。そんな合田さんの裏話をぜひお楽しみ下さい。 

『アメリカメジャーリーグ面白話』 

ＵＶＩＧ社長 

㈱エス・プランナー取締役（L.A.在住）  

元メジャーリーグイチロー選手コーディネーター 

合田秀雄様 
・いろんな旅行代理店の現地の決済を任せられていた関係で、

現地でコーディネーターをしておりました。イチロー選手が

200 本安打を達成し、有名になり、CM に引っ張りだこになった

あたりの、1997 年より付き合っています。まだ日本のプロ野球

選手だったころのシーズンオフにアメリカで CM 撮影がありま

した。日本も景気が良かったのでスタッフもかなりの数が同伴

していました。大手代理店には何人も優秀な人材がおり、コー

ディネーターとしてやることが無いので彼が行動していたリ

ムジンの後ろで寝てました。ただ彼らは英語をしゃべれるが、

会話が出来ず、コミュニケーションが取れません。たとえば練

習の場所が公園の野球場など。彼らにはその想像がつかず、私

が相談を受けました。旅行業はお客様ファーストで鍛えられた

ので容易でした。私はお客様のために飛行機を止めたこともあ

るぐらいです。そのため私に普通のことも「合田マジック」に

なり、そこから始まりました。 

  毎年フロリダに来るようになり、もう大きい広告代理店は使

わず、個人的に依頼されるようになりました。大学の球場を借

りました。冬は大学は使いません。メジャーリーガーは冬場か

ら練習をつみ、2 月のキャンプインの翌日から試合形式が始ま

ります。投手は 1 月中旬からです。そのため出来ない選手は篩

に落とされるようになりますので、イチロー選手は日本の選手

だったころからその意識が高かったことが伺えます。メジャー

の選手は日本の選手ほど練習しないと思われがちですが、一流

の選手に限ってはそんなことは無いんです。何かしら体を動か

し、ほぼ休日はないんです。日本のキャンプは合計で 1 週間の

休息がありますが。球場も 4 つほど用意しているので、10 分単

位でスケジュールが組まれています。なのでファンもキャンプ

が楽しみです。市民球場レベルの大きさの球場なので、移動中

の選手に近づけ、ファンサービスも受けられ 

ます。キャンプ地をめぐるツアーもあります。 

フロリダとアリゾナ。野球を楽しみながら、か 

つ厳しく取り組めます。ただ優秀な選手はレギ 

ュラーを確約され、競争は無いですが、オープ 

ン戦から結果を求められます。 

  イチロー選手も体を大きくすることにも試みましたが、彼の

感覚的なスピードが落ちましたので、そこで体幹を鍛え始めま

す。その機械は 1 台数千万し、それが球場や自宅など数箇所に

おいてあり、仲間の選手も自由に使えます。ただメジャーリー

ガーは身体能力がすばらしいですが、その機械を有効に使えま

せん。来年 44 歳でも活躍できることの秘訣です。 

  ファーストランナーアシスタントとして全試合付き添いまし

た。彼はこだわりがあり、他の選手と同じではなく、自分の中

のご褒美を試合後に手配する必要があり、かなり苦労しました。

他の方にはアメリカでは通用せず、私だけが対応できたのが、

一緒にやれた最大の要因です。（注：寿司屋、ピザ、焼肉、人間

性などエピソードは多くありますが、週報では載せられません。） 

  話は尽きませんが、今後とも宜しくお願いいたします。 

■点鐘・閉会：栗山会長 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【19 件 69,000 円 累計 894,500 円】 

今井忠会員(沖縄分区ＩＭ) 

小林健一郎会員(REC Sunrise of Japan) 

佐久間裕章会員（ワールド大阪 REC） 

田村浩康会員（次年度地区役員予定者研修会） 

番外編：＜今日のメニュー(10 月 25 日)＞ 

≪第 1075 回移動例会報告≫ 

日 時 2017 年 10 月 30 日（月）12：30～1：30 

場 所 ホテルニューオータニ・「ほり川」日本料理  

会員在籍者数：35 名  会員出席者数：19 名 

会員欠席者数：16 名  本日の出席率：57.58％ 

前々回訂正出席率：87.88％ 
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