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会長卓話 

 
長谷川 真也 会長 

皆さんこんばんは、本日は、夜間例会を開催させ

て頂きました。まずは、今月は、議会が9月1日～22

日まであり例会に出席できずご迷惑かけました。その

間、鈴木副会長には、大変お世話になりました。 

毎週会報を拝見していましたが、さすが鈴木副会

長ですね。卓話の内容など今すぐでも会長を代わっ

て頂きたいと思いました。 

本日の卓話は、8月の例会で同好会の話をしまし

たが、川島会員はじめ何人かの会員から野球同好会

の話が有りましたので卓話します。 

高校野球の憧れの聖地阪神甲子園球場で「野球

を通じて親睦の輪を拡げよう」をテーマに昭和56年3

月 7日～8日に火蓋が切られ第 1回大会が始まった。

当時阪神タイガースの球団社長、西宮甲子園 RCの

メンバーでおられた小津正次郎氏に強くお願いをし

て全国 RC野球の初代コミッショナーになって頂きま
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した。現在第 34回を開催されています。 

※大会参加費1クラブ400,000円 記念誌30,000円 

前夜祭（1人7,000円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【試合規定】 

試合時間1試合 90分7回まで。但し、80分を超え

て新しいイニングに入らない。同点の場合、時間内で

あれば延長戦を行なう。尚、新しいイニングに入った

場合でも、親睦試合の為、途中でも90分で終了させ

て頂きます。 

【年齢制限出場選手】 

昭和52年4月30日以前に生まれたロータリアン（満

40才以上）投手のみ。 

昭和47年4月30日以前に生まれたロータリアン(満

45才以上)女性会員にも適用。 

特別ルール「元プロ」は、バッテリーは不可。（元プ

ロの方は参加申込書の職業分類欄に「元プ口」と記

入の事）DH 制を採用します（ピッチャーのみ）。DH 

制を使用する場合は試合10日前迄に申請してくださ

い。今年度登録は、平成29年3月31日までです。 

10月にナイターで松伏記念公園野球場にて第1回

練習を行う予定です。参加希望の方は、川島会員か

らご案内を送りますので参加お願いたします。以上で

会長卓話を終了します。 

 

 

 

 

幹事報告 

 

大島 直幸 幹事 

・地区より、次年度の地区役員推薦のお願いがきて

おります。締め切りが 10 月 10 日となっております

ので、10月 4日の理事会で推薦者を決めて、地区

に提出したいと思います。自薦・他薦を問いません

のでよろしくお願い致します。 

・第8グループより、先週ご案内した IMゴルフですが、

出欠を皆様にお送りしますので返信をお願い致し

ます。 

・植樹の件について、本年度 RI会長が「世界中の会

員一人一本の植樹を」と提唱されておりますが、こ

れを各クラブ単独で行うのは困難ということで、第 8

グループとしてまとめて 1,000 本の植樹を行うこと

を会長・幹事会で決定し、当クラブ理事会でも承認

されました。日程は 11 月 10 日、場所は宮城県東

松島市です。追って募集の案内があると思います

ので、参加できる方は是非お願い致します。 

・クラブより、10月のロータリーレートは112ドルです。 

 

来週は原ガバナー補佐を迎えてのクラブ協議会です。

その次の週は、ガバナー公式訪問となります。皆様

の出席をお願い致します。 
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内部卓話 

 

プログラム委員長 江口 公晴 会員  

「識字率向上月間にちなんで」 

 

皆様の識字率を確認しようと、この卓話を企画しま

した。今回は漢検の問題を持ってきました。10級から

始まります。皆様に順番に答えて行ってもらいます。 

 

 

 漢字の読みを順番に答えていきます。 

皆様がスラスラ答えていく中、最初に間違えるのは誰

かと緊張が走ります。会長・幹事は特に注目を浴びて

いました。 

 

 

 

深読みをする長谷川会長 

 とても楽しい雰囲気での卓話が行われました。出題

は漢検 10級から 1級まで、幅広い範囲でした。ヒント

やオーディエンスも駆使されていました。 

 全てを答えられたのは杉山さんでした。 

 

【出題】 

漢検 10級 - 小学校 1年生 

下(した)、草(くさ) 

漢検 9級 - 小学校 2年生 

強引(ごういん)、読書(どくしょ) 

漢検 8級 - 小学校 3年生 

医者(いしゃ)、進歩(しんぽ)、丁度(ちょうど) 

漢検 7級 - 小学校 4年生 

天然(てんねん)、側面(そくめん)、折角(せっかく)、 

悲観(ひかく)、説く(とく)、唱える(となえる) 

漢検 6級 - 小学校 5年生 

留保(りゅうほ)、大恩(だいおん)、比類(ひるい)、 

一挙一動(いっきょいちどう)、耕す(たがやす)、 

承る(うけたまわる) 

漢検 5級 - 小学校 6年生 

干潮(かんちょう)、警笛(けいてき)、節穴(ふしあな)、

孝養(こうよう)、背ける(そむける)、敬う(うやまう) 

漢検 4級 - 中学校在学 

無尽蔵(むじんぞう)、耳目(じもく)、 

精進(しょうじん)、 

眺望(ちょうぼう)、激しい(はげしい)、奮う(ふるう) 
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漢検 3級 - 中学校卒業 

辛苦(しんく)、間伐(かんばつ)、先達(せんだつ)、 

古株(ふるかぶ)、著しい(いちじるしい)、裁く(さばく) 

漢検 2級 - 高校在学 

示唆(しさ)、露顕(ろけん)、功徳(くどく)、 

戦慄(せんりつ)、潜る(もぐる) 

漢検 2級 - 高校卒業 

妖艶(ようえん)、褒賞(ほうしょう)、郭公(かっこう)、 

警鐘(けいしょう)、拝謁(はいえつ) 

漢検 1級 - 大学/一般 

饗応(きょうおう)、繭糸(けんし)、萌芽(ほうが)、 

些か(いささか)、鴉(からす)、胡麻(ごま)、 

勿論(もちろん)、蜻蛉(とんぼ) 

番外編 - 名字 

四月一日(わたぬき)、八月一日(ほずみ)、 

月見里(やまなし) 

 

ロータリー用語や時事に使われる漢字の筆記もあ

りました。もちろんスマートフォンの使用は禁止です。 

 

【出題】ロータリー用語 

チョウガの奉仕 (超我) 

ロヘン会合 (炉辺) 

財団ショウガクセイ (奨学生) 

【出題】時事用語 

ソンタク (忖度) 

サイタイケツ (臍帯血) 

ハナサキトクハル (花咲徳栄) 

      

・本日もよろしくお願いします。 

長谷川真也 

・本日もよろしくお願いします。        

大島直幸 

・本日もよろしくお願いします。 

松井昭夫・大熊正行・髙瑠美子・佐藤要 

・江口会員、本日卓話よろしくお願いします。 

 市川洋和 

・本日は識字率向上月間の卓話です。よろしくお願

いします。                     

江口公晴 

・夜間例会、初めての参加となります。宜しくお願い

致します。 

                   伊藤純 

・本日欠席申し訳ございません。渡辺副委員長、よ

ろしくお願いします。 

                   須賀篤史 

・本日は早退します。 

                   本間孝 

・前回欠席すみません。 

                   会田謙二 

 

出席報告 

 

会員数            53名 

出席免除者         15名 

出席者            28名 

出席率            65.1% 
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