
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2197 横浜港南ロータリークラブ週報 
2020．10．21．[水] 第 2440回例会報告 

 

◎司 会                天野ＳAA委員 

◎ロータリーソング            なし 

◎ソングリーダー             なし 

◎ゲスト  ・慶応義塾高校ＯＢ 鶴岡伸彦様 

         ・慶応義塾高校ＯＢ 武島眞炬様 

◎出席報告              宮島（史）委員 

会 員 数 

                    

出 席 者     

数                     

出席率 前回 

修正率 

前月 

平均率 

32(7 )名 24(6)名 77.4% 88.0%  79.8% 

（  ）内は出席免除会員数 

＊公式訪問 

 １０月７日 セミナー  北見会員 

     １３日 委員会   北見会員 

     １９日 協議会   北見会員 

 

◎ 会長報告               

① 先週は体調不良の為にお休みさせて頂き失礼しま

した。ヘルニアの後に湿疹が出来ていたのが化膿

し、一日だけ熱が出ましたので、念のためお休み致

しました。 

② 高森会員から当クラブに多額の寄付を頂きました

ので、当クラブの活動に充てたいと思います。 

高森会員は地域に大変貢献された方なので、当ク

ラブの名誉会員になって、体の調子の良い時など

叱咤激励をして頂きたいと思います。既に理事の

皆さんにはご賛同頂いております。その節には改

めてお願いしたいと思います。 

③ 当クラブにＯＢ会はありませんので、今年度中に立

ち上げたいと思います。理事会で検討し進めていき

ます。 

 

◎ 高森会員よりご挨拶 

 

 

 

 

私は横尾会員の推薦でロータリーに入会させて頂い

てから４１年経ちました。ロータリーの理念は素晴らしい

ものです。本当に私はこの理念を肝に銘じて、又、それ

ぞれの公職は大変勉強になりました。第５グループは



会員の減少が続いていますが、皆さんの結束力で会員

増強をして頂きたいと思います。体調も軽い脳梗塞の

為、両足がしびれている状態ですが、私も微力ながら

元会員として、会員の推薦をするよう努力していきたい

と思います。クラブ会員の皆様、４１年間本当にお世話

になりました。心から御礼申し上げます。 

 

◎ 幹事報告 

① 第２回会長・幹事会の報告を致します。 

・  令和３年２月１１日(木)『関内ホール』にてＩＭが行わ

れます。 

・  卓話バンクがあまり活用されていないので、地区で

活性化について検討するということです。 

・  ２０１９～２０年度米山記念奨学寄付について、第５

グループ１１クラブの中で、当クラブは第３位でした。

直近５年は２位、直近３年では１位です。今後も引き

続きよろしくお願い致します。 

・  各クラブより例会の開催数の報告がありました。 

   月２回例会開催   ３クラブ(当クラブ含む) 

通常通り例会開催  ８クラブ（食事なし含む） 

  例会や炉辺会合をズームで行う、例会にズームで

参加した場合、規定を改定して出席扱いにするクラ

ブもあるということでした。 

   

◎ 委員会報告   

① 親睦委員会                宮島（秀）委員 

＊ 配偶者誕生日祝 

高栁美玲様(１日)・宮下直子様(１３日) 

飯島久美子様(１５日) 

 

◎ 横尾会員から武島様のご紹介 

学校を卒業して５９年、友人がだんだん少なくなってき

ましたが、本日いらしている武島さんは小学５年から、

鶴岡さんは高校からの友人です。鶴岡さんは学生とし

て初めて高校野球部の監督になられた方です。鶴岡さ

んの紹介は武島さんからお願いします。 

◎ 武島様から鶴岡様のご紹介 

 

 

 

 

横尾さんとは今のお話の通り小学校５年からのお付

き合いで、横尾艇のクルーとして、毎週のように乗せて

もらっている仲間です。鶴岡さんは慶応高校３年時の

同級生で、彼は高校・大学と野球部でピッチャーでした。

大学時代には慶応高校の監督をされていましたので、

今日はご紹介させて頂きました。 

 

◎ 『野球と仕事』           鶴岡伸彦様 

 

 

 

 

今日は伝統ある横浜港南ロータリークラブで卓話を

させて頂くことを大変光栄に思っております。私もサラリ

ーマン時代に仕事で福岡へ行っていた頃、四年程福岡

ロータリークラブに在籍しておりました。そういった意味

では皆さんの仲間だと思います。本日はどうぞよろしく

お願い致します。 

前半は私の野球歴の話をします。最初に私が現役で

甲子園に行った時、そして、監督として甲子園へ行った

時の話。後半は、日野自動車で私はロードマンをやっ

ていました。仕事は野球と共通する事が多くありました

ので、本日はそれらの話をさせて頂きたいと思います。 

私は１９３７年に生まれ現在は８３歳です。杉並区の

大宮中学校で過ごし、慶応高校に入学後に野球が好き

なので野球部に入りました。慶応高校の野球部は普通

部や中等部など、下から来られる方が多く、レギュラー

９人中７人は下から上がってきた方で、残り２人の私と

もう 1人は転入者のようでした。 



この人たちに負けてはいけないと、体は小さいです

が足腰を鍛える事が一番大事だろうと思い、特にピッチ

ャーの場合は、針を通すようなコントロールがなければ、

私のような体では持ちません。通学の電車の中ではつ

り革を指二本でつかんだり、かかとを付けないで、常に

膝の屈伸をやるなどのトレーニングをしながら高校に通

いました。その甲斐あって、決勝で逆転勝ちし、甲子園

に出場することが出来ました。その時の同級生が横尾

さんと武島さんです。高校生にとって甲子園は夢の夢

で、その時の感激は忘れられません。その時の試合で

私は７回まで投げましたが、仙台二高に負けて、一回

戦で敗退しました。その後、大学の野球部に入りました

が、来る日も来る日もバッティングピッチャーばかりやっ

ていて、肘を壊しました。その当時の稲葉監督から、慶

応高校は専門の監督がいないので、高校をみてやれと

言われました。大学３～４年で２軍にいたような高校の

先輩が順番で監督をしていた時代です。私は昭和３６

年に卒業しましたが、高校時代は現役で負けたので、

その時のことが肥やしとなり、甲子園で勝てるチームを

作りたいと思いました。幸いなことに、後に南海ホーク

スに行った、すごい投手の渡辺泰輔君がいたのです。

今でいう江川や松坂のような投手でした。あとは１点取

れば勝てると思い、打撃で点を取る為、足腰を鍛えるよ

う練習しました。神奈川県の秋の大会で優勝し、関東

大会で優勝し、翌年の３５年の選抜大会に出ることが

出来ました。一回戦は鹿児島商業高校、二回戦は愛知

の名門東邦高校でした。ベスト８まで来ると、新聞など

で慶応高校は全国制覇するかと騒がれ、私自身も学生

監督の第１号と言われていたので安心していました。 

当時、東北の高校は弱いイメージがあり、なめたわけ

ではないのですが、結果的に秋田商業高校に負けまし

た。 

私が野球の中で一番思い出に残ったのは、巨人の

柴田君がいた当時の法政二高は非常に強く、４人くら

いプロに行った方がいました。秋に勝って関東大会に

行きましたが、春も勝ちました。結局、３５年の夏の大

会で法政二高とまた対戦し、延長１１回、渡辺君が投げ

ていたので勝つと思いましたが、９回裏、１アウト満塁で

４番バッターに私がスクイズのサインを出しましたが見

事に外されました。打たれて４対２で慶応が負けて、春

夏の甲子園になりませんでした。その時、柴田君たち

は甲子園で全国制覇しました。そんなことで私は野球

で素晴らしい経験をさせて頂きました。 

その後、私は会社に入っていろいろなことに気が付

きました。皆様ご存じのように、犠打とか送りバントなど、

自分を犠牲にして選手を次の塁に進めるとか、バックア

ップとかエラーを最小限に抑えるコンバートなど、適材

適所にサラリーマンなら飛ばされる等、最小限に失敗

を抑えるという野球の中で当たり前のことが、社会人に

なっていろいろな場面でありました。 

一つは、現場の監督が現場のことや選手のことを良

く知っているということです。例として、ある後輩が言い

ました。『三遊間でゴロがあった。ヒット性の当たりだ。

上手なショートはヒットなので跳びつかない。ところが上

手でない人は一所懸命跳びつきます。取れないけれど、

グローブの先端に当たり、ヒットになってしまうかもしれ

ない。そうすると、記録上はグローブに当たったので、

エラーになります。記録だけを机の上で見ている人は、

エラーが多い選手だと思うはずです。跳びつかないで

あれはヒットだと言っている選手にはエラーが付きませ

んが、これはどのように思いますかと』このように後輩

は言いました。現場をきちんと見るということは大切な

のだと、このことで後輩に教えられた気がしました。 

そして、もう一つ、情報の共有です。 

私が日野自動車に入った時、販売担当でしたので工場

の事はよく知りませんでした。日野自動車は大型トラッ



クやバスを取り扱っているので、ラインは一日に２０～ 

３０台動いています。昭和４３年くらいにトヨタと業務提

携してから、工場のラインで欠品部品が出た場合、  

今までの日野なら、朝までかかっても何とか部品を調

達して間に合わせるというものでした。ところが、トヨタ

が来てからは、欠品部品があったらラインを全部止め

てしまうのです。ラインを止めるのは大変な費用が掛か

ります。 部品がないからと言って、そこまでやらなくて

も良いのではないかと。トヨタの人は小型車の事はわ

かっても、大型車の事はわかっていないのではないか、

ということがあったそうです。私はそれを聞いて、失敗

の情報や成功の情報を共有する事は、企業として、チ

ームとして、強くなるのだと思います。例えば、送りバン

トを失敗した時、どのような姿勢で送りバントをやったの

か。目線が合っていなかったとか、何故失敗したのかな

ど、その人を怒るより、チームとして力を上げていくには、

チーム皆のパワーが上がらないとだめなのです。ピッ

チャー・キャッチャー・バッターそれぞれのポジション、

職場でも全く同じだと思いますが、各部門や支店長など

皆のパワーが付けばその企業は強くなります。 

私は野球以外に取柄はありませんが、いろいろなこ

とを勉強させてもらいました。野球が１００年以上続いて

いるのも、いろいろな要素が含まれていたことが、野球

が続いている一つの要因だと自分なりに思っていま

す。 

そろそろ時間となりましたのでこれで私の話を終わり

ます。ご清聴ありがとうございました。 

 

◎ ニコニコボックス        宮島（秀）委員 

平山会長 

  慶応義塾高校野球部ＯＢ鶴岡伸彦様ようこそいらっ

しゃいました。 

高森様ようこそいらっしゃいました。 

 

青柳幹事 

  慶応義塾高校野球部ＯＢ鶴岡伸彦様ようこそいらっ

しゃいました。本日の卓話楽しみにしております。 

高森会員 

  この度６月の退会届が１０月７日に受理されました。 

本日４１年間多くの歴代のロータリアンの皆様のご指

導を頂き誠にありがとうございました。 

会員誕生日祝と配偶者誕生日祝を頂きまして有難う

ございました。 

飯島会員 

  配偶者誕生日祝を頂きまして有難うございました。 

横尾会員 

  卓話当日友人をお招き出来て喜んでいます。 

市川会員 

  塾高野球部ＯＢの鶴岡伸彦様ようこそ。卓話楽しみ

にしております。私も塾高７期卒業生でした。(クラブ

活動をする余裕がありませんでしたが・・・) 

豊場会員 

  塾高大先輩の鶴岡伸彦様ようこそいらっしゃいました。

弟様とは高校の同期生でした。 

小後摩会員 坂巻会員 天野会員 橋浦会員 

上杉会員 

本日は慶応義塾高校野球部ＯＢの鶴岡伸彦様の卓

話を楽しみにしております。 

海野会員 

  鶴岡伸彦様の卓話を楽しみにしております。 

一気に寒さが強くなってきました。 

高森様ようこそ。お元気で安心しました。 

 ニコニコボックス本日合計 ２４，０００円 

ニコニコボックス 累 計 ２７８，０００円 

 

◎米山チャリティボックス   坂巻米山奨学委員 

坂巻会員 根本会員 橋浦会員  ３名 

米山ﾁｬﾘﾃｨﾎﾞｯｸｽ本日合計 ３，０００円 

米山チャリティボックス累計 ５１，０００円 

 

◎ １１月の予定 
１１月 ４日(水) 地区米山奨学増進委員会 石山様 

  １１日(水) 休会 

    １８日(水) 地区Ｒ財団ポリオ委員会  新川様   

    ２５日(水) 休会 

◎ 会報                國光会報委員 


