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古川 秀夫 会長

第 285１回

RC 例会の記録 <4 月１６日＞
物や依存症、それらに伴う離婚や訴訟、そ

会長挨拶

して膝や腰の数度にわたる手術など人生の
どん底を味わいました。しかしそこから見
事に復活しました。その間、本人の努力は
もちろん、彼よりも１０歳以上も若いスタ
ッフ達と多くのファンに支えられ、世界一
といわれるのマスターズトーナメントで復
活することができたのはさすがにスーパー
スターたる所以だなと思いました。
またプロ野球中日ドラゴンズで活躍した

古川

山本昌投手の話を聞く機会を得ました。山

秀夫 会長

皆さんこんにちは。今日ここに来る途中

本投手は日本を代表する大投手でしたが、

にフランスパリのノートルダム大聖堂火災

神奈川県日大藤沢高校時代は常に二番手だ

のニュースを聞きました。世界文化遺産の

ったそうです。しかし腐らずに努力してい

火災はおそらく世界中が残念がっているこ

るうちにエースにアクシデントが起こりチ

とと思います。私も以前パリを訪問したと

ャンスが巡ってきたということです。その

きに見学したことがあり貴重な文化の象徴

チャンスを見事に活かしてプロから注目さ

だと感じました。早くも再建の話が出てお

れる存在になりました。しかし、中日ドラ

りますが、世界中をあげて、一日も早く元

ゴンズに入団してからも、星野仙一投手は

の姿を取り戻して欲しいと思います。

じめキラ星のごとく大投手がいる中では目

さて、私はスポーツが好きで自分でもゴ

立つ存在にはなれませんでした。そんな時

ルフなどやりますが、先日アメリカのゴル

にメジャーリーグの下部組織で学ぶ機会に

フメジャー大会のひとつであるマスターズ

恵まれ、山本投手はそのチャンスを活か

トーナメントという大会で、タイガー・ウ

し、アメリカでは技術ばかりではなく基礎

ッズ選手が１１年ぶりにメジャー大会優勝

体力強化の必要性に気づかされ、徹底的に

を成し遂げ復活をアピールしました。マス

そのことに取り組みました。それが功を奏

ターズ大会はオーガスタナショナルという

して、プロ野球選手としては異例と言え

すべてのゴルファーがあこがれる素晴らし

る、５０歳台まで現役投手を続けることが

いコースで行われます。特に１６番ホール

できました。大事なことは日々できる小さ

は世界一難しいパー３と言われています

な努力を絶え間なく続けること。目立つこ

が、タイガーはここで見事なコントロール

とをやってもすぐには成果がでない。地道

でバーディを奪い優勝を引き寄せました。

な努力を長く続ける精神力と辛抱強さが重

彼はひととき圧倒的な強さの世界ナンバー

要だということでした。このことは我々の

ワンのゴルファーでしたが、不倫問題・薬

ビジネスでも大いに参考になる話だと思い
ました。
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============== ========Togane Rotary Club 2018-19 =====================

・東金市防犯ボックスについて

卓話

田間中央公園内に「東金防犯ボック
ス」を開所
４月２５日知事、県議、市長、市議出
席の開所式

小林清悟 東金警察署長

１ 自己紹介
九州佐賀県肥前ノ国 ～

勤続４０年

前任は刑事部国際捜査課長
２ 東金警察署の概況

・「とうがめくん」について

明治１２（１８７９）年開署(140 年)

九十九里地域のキャラクターである

交番 4 所、駐在所 12 所、署員 157 名

とうがめくんを使って紙芝居風に交通安

３ 管内の特徴

全についてお話しをいただきました。

・東金市、大網白里市、九十九里町管轄
・バイパス沿いに大型店舗が進出してい

入会式

るが、市街地を離れると旧来の農村地
帯が続く。九十九里海岸には海水浴場
が５カ所あるが海水浴客は減少傾向
・管内人口 125,000 人(県下 25 位)
４ 取組事項
・ワークライフバランスの実現に向けて
～時間外勤務の縮減
・若手職員の早期育成～交番勤務務員の
３人に１人が５年未満
・次世代を担う優秀な警察官の確保

古川

～刑事志望者が激減
５ その他
・移動交番車について
森田知事の肝いりで県下 38 署 60 台
東金署 1 台増配～勤務員配置
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秀夫 会長（左）

大西 達也 会員

============== ========Togane Rotary Club 2018-19 =====================

退任挨拶
4 月 16 日
会員数 20 名
出席率 75.00％
コイン BOX 2,042 円
ニコニコ BOX

藤本晴枝さん退任挨拶

本来ならば６月末に退任の予定でしたが
次の仕事が始まった関係でこの４月いっぱ

5 月・6 月の予定

いで退任することとなりました。会員の皆
様には大変良くしていただきました。この

5月

ロータリークラブの活動を通じて色んなこ

7 日 祝日週休会

とを学ばせていただき経験させていただき

14 日

ました。事務局としてはそそっかしくミス

理事会(11：30～)
例会

が多かったのですが、会員の皆様方にはと

お誕生祝い・結婚記念日祝い

ても温かく接していただき育てていただき

18 日（土）

ました。現在は次の事務局の濱井さんに事

21 日

例会

務引継ぎをしているところです。濱井さん

28 日

例会

新旧会長・幹事会

は野球をされていたということをお聞きし
ており、引継ぎのボールを上手く受け止め

6月
4 日 理事会(11：30～)

ていただけるのではないかと期待をしてお
ります。皆様には本当にお世話になりあり

例会

がとうございました。また６月には皆さん

お誕生祝い・結婚記念日祝い

とお目にかかれることを今から楽しみにし

11 日

例会 委員会報告

て簡単ですが退任のご挨拶をさせていただ

18 日

例会 委員会報告

きます。

25 日

新旧委員長引継ぎ(17：30～)
移動例会(18 時～)

藤本さんは４月から市内の「ときがね幼

5 月から事務局員が交代します。
よろしくお願いいたします。

稚園」で教諭として勤務されています。い
つまでもお元気でお過ごしください
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