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第 12回越谷ジュニア甲子園野球大会 

至：越谷市民球場 

 

会長卓話 

 

中澤 伸浩 会長 

本日は、特に、社会奉仕委員会の皆様、出席会場運

営委員会の皆様には、早朝よりご準備頂き、誠にあり

がとうございます。会員の皆様も多数のご出席ありが

とうございます。 

 また、先ほどご紹介させて頂いたとおり、第 8グルー

第 2198回 例会記録   No．3（合併号） 

令和 3年 7月 31日 

司会： 伊藤 純   編集： 近藤 慎悟 

 

会次第 

 

1．点鐘 

2．お客様紹介 

RI2770地区第 8Gガバナー補佐 小林 光則 様 

 同ガバナー補佐幹事 大濱 裕広 様 

越谷ロータリークラブ 会長 鮫島 弘武 様 

同 幹事 森田 隆 様 

越谷南ロータリークラブ 会長 小林 武弘 様 

同 幹事 三上 樹一郎 様 

越谷東ロータリークラブ 会長 加藤 盛也 様 

同 幹事 隅田 敏 様 

越谷中ロータリークラブ 会長 小池 和義 様 

同 幹事 坪井 明 様 

私立獨協埼玉中学校野球部顧問 原田 様 

同 顧問 清水 様 

フィリップモリスジャパン合同会社 主任 衣斐 様 

同 主任 長尾 様 

3．会長挨拶  

4．幹事報告 

5. お客様挨拶 

6. 出席報告 

 

 

 

例会日：毎週水曜日 12：30～13：30                                 会      長 ： 中 澤 伸 浩 

例会場：越谷市千間台東インペリアルビル 4階                           副  会  長 ： 吉 澤 晴 雄 

T E L  048（975）9898                                        幹    事  ： 今 井 英 治 

F A X  048（977）3741                                        会報委員長 ： 黒 田 幸 英 
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プ各クラブ会長幹事様の当クラブへの表敬訪問とし

て、この越谷ジュニア甲子園野球大会例会にご臨席

頂き、感謝申し上げます。獨協埼玉中学校より、顧問

の原田先生、清水先生にもご参加頂きました。これま

での企画ご準備大変お疲れ様です。 

 さて、昨年は中止となったこの大会も、本年は、皆

様のご協力により、開催することとなりました。 

 このコロナ禍において、学校教育の現場、スポーツ

教育の現場における大変さというのは想像を超えるも

のがあるかと思います。お子さんをお預かりする立場

として、何かあってはいけないということで何かと消極

的な判断に向かいがちになる一方で、学校として、児

童生徒たちに学びの場を提供しなければならないと

いう職責もあり、何もしないわけにはいかないという使

命感もあって、そのご苦労は大変なものがあると思い

ます。 

私は、昨年の 9 月に中央中学校さんに招かれて、

職業に関するお話しをさせて頂く機会があったので

すが、そのときにも、やはり校内では、何かいつもと違

った雰囲気、緊張感に包まれていたように記憶してい

ます。私は、自分の職業である弁護士についてお話

しさせて頂いたのですが、それまで、皆さんに、弁護

士バッジをお見せしたり手に取って頂いたりすると大

変喜ばれることが多かったので、その際にも、ちょっと

調子に乗って、目の前にいた子に「弁護士バッジとい

うのをなかなか手にして見る機会はないでしょうから、

これから弁護士バッジを回すので見ますか？」といっ

たら、すごく戸惑って困った顔をされてしまいました。

私は、そうかと気付いて、「コロナだから、バッジを手

渡しで受け取ったり、回したりとか、やめたほうが良い

ですかね？」と尋ねたら、その子は安心したように「は

い！」と答えました。それで私は、このコロナ下の生活

というのは、児童生徒さんたちの心にも深く大きな影

響を与えているのだと改めて感じた次第です。 

コロナ禍であり、再度の緊急事態宣言も発令される

という折ではありますが、選手たちに、日頃の仲間た

ちとの練習の成果を発揮する場を提供するというのは、

非常に意義の大きいことと考え、本年度は越谷ジュニ

ア甲子園野球大会を開催させて頂くこととしました。8

月 6 日の閉会式まで、皆様のご理解ご協力の程、何

卒よろしくお願い致します。 

本日は、どうもありがとうございます。 

 

幹事報告 

 
今井 英治 幹事 

おはようございます。沢山のお客様ようこそ。朝早く

からお越しいただき誠にありがとうございます。この後、

試合もゆっくり楽しんでいってください。 

本日、越谷 RC様・越谷南 RC様・越谷東 RC様・

越谷中 RC 様より沢山のお祝いを頂きました。誠にあ

りがとうございます。また、平方中学校の PTA 会長 

斎藤会長様、フィリップモリスジャパン合資会社   

衣斐さまより、ドリンクのご協賛をいただきました。あり

がとうございます。 

 

（地区より） 

・ロータリー2770地区、地区大会記念ポリオ根絶＆コ

ロナ支援チャリティゴルフコンペのご案内が届いて

おります。1 クラブ 4名以上の参加の依頼で、令和

3年10月4日（月）雨天決行です。後ほどご相談さ

せてください。宜しくお願い致します。 

・国際ロータリー日本事務局経理室より人頭分担金

支払い時のレートに、ご注意下さいとご案内が届い

ております。7月度のレート＄1＝￥111 円となって

おります。 

https://koshigayakita-rc.jp/


週報                       2021-2022国際ロータリーテーマ 

第 2770 地区 第 8グループ                 “奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために” 

               RI会長 シェカール・メータ 

 

越谷北ロータリークラブ                      

2021-2022 中澤伸浩会長提言 「感謝の気持ちを奉仕につなげよう」       

ホームページアドレス https://koshigayakita-rc.jp/      

  3   

 

・公共イメージ部門より YouTube動画「みらいの扉-ま

っチャンネル」1 号のご案内が届いております。ご

視聴頂けます様お願いいたします。 

・2021-22年度版寄付・認証クラブの手引き及び財団

ニュースが届いております。ご確認、宜しくお願い

致します。 

（クラブより） 

・越谷中 RC様より 8月・9月の例会変更のご案内が

届いております。 

（ジュニア甲子園野球大会より） 

・獨協埼玉中学校顧問清水先生より、現在中学 3 年

生にとっては最後の大会となる学校総合体育大会

の野球県大会にて、本来であれば越谷市代表の

平方中学校は、1 回戦目でさいたま市立田島中学

校と対戦する予定でした。田島中学校が新型コロ

ナ感染による影響で出場辞退となってしまい、越

谷市代表の平方中学校が不戦勝となりました。そこ

で、どうにかして田島中学校の選手に試合をさせ

てあげたいという声が沢山あがり越谷市民球場で

平方中学校との特別試合の検討依頼を頂きました。

会長・副会長に相談させて頂き、8/3日の 2試合終

了後に、特別試合として平方中学校と田島中学校

の試合をさせて頂く事になりました。事後報告にな

ってしまい大変申し訳ございませんが、どうぞご理

解の程、宜しくお願い致します。 

 

お客様挨拶 

 

越谷 RC会長 鮫島 弘武 様 

皆様おはようございます。今日は訪問させて頂きま

してありがとうございます。第 12回越谷ジュニア甲子

園野球大会の開催おめでとうございます。今はコロナ

の状況ですが闇雲に恐れることなく活動することが大

切だと思います。今日はありがとうございました。 

 

越谷 RC幹事 森田 隆 様 

おはようございます。一昨年はガバナー補佐幹事

としてお邪魔させて頂きました。一年間よろしくお願

いします。 

 

越谷南 RC会長 小林 武弘 様 

おはようございます。本日はおめでとうございます。

手前どもは来月サッカー大会を 2日間予定していま

す。本日大変勉強になっています。南クラブも今年一

年間がんばりますのでよろしくお願いします。 

 

越谷南 RC幹事 三上 樹一郎 様 

皆様おはようございます。こちらにお伺いしたのは
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初めてです。8月にサッカー大会を開催しますのでそ

の時はよろしくお願いします。 

 

越谷東 RC会長 加藤 盛也 様 

皆さん、おはようございます。今週の木曜日に越谷

東RCの例会場に小林光則Ｇ補佐、大濱Ｇ補佐幹事、

中澤会長、今井幹事がご訪問してくださいました。ま

た、昨日は市民祭りの委員会もあり中澤会長と3日連

続でお会いしております。本日第 12回越谷ジュニア

甲子園野球大会が開会式を迎えることおめでとうござ

います。私たちも秋に高校野球大会を行っています

が、中澤会長の始球式を見習って投げ込みたいと思

います。本日はおめでとうございました。 

 

 

越谷東 RC幹事 隅田 敏 様 

本日は第 12回越谷ジュニア甲子園野球大会開催

おめでとうございます。また先日は小林Ｇ補佐、大濱

Ｇ補佐幹事、中澤会長、今井幹事、表敬訪問ありがと

うございました。当クラブの高校野球大会もこちらの

市民球場で今年第 20回を迎えます。担当させて頂

いた時には準備が大変だったと記憶しています。コロ

ナ禍の中でも開催するその大変さは想像に察すると

ころにあります。一年間よろしくお願いします。 

 

 

 

越谷中 RC会長 小池 和義 様 

第 12回越谷ジュニア甲子園野球大会開会おめで

とうございます。昨年度は G補佐幹事として、今年は

会長としてお邪魔させていただくことになりました。先

ほどまで試合を見させていただいたのですが、裏の

攻撃で先頭打者がランニングホームランを行いまして

チームが喜んでいるところを見ると教育としてこういう

ことをやるべきとの大切さを感じました。この大会を通

してプロの選手が生まれたこともあるとのことですので、

良い選手が排出されることを望んでおります。おめで

とうございます。 

 

 

越谷中 RC幹事 坪井 明 様 

第12回越谷ジュニア甲子園野球大会おめでとうご

ざいます。本日も久々に拝見させて頂きましたが、皆

様の努力と北クラブ様のチームワークの賜物と感じて

います。当クラブも長い間できる奉仕活動を育ててい

きたいと思います。一年間よろしくお願いします。 

https://koshigayakita-rc.jp/


週報                       2021-2022国際ロータリーテーマ 

第 2770 地区 第 8グループ                 “奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために” 

               RI会長 シェカール・メータ 

 

越谷北ロータリークラブ                      

2021-2022 中澤伸浩会長提言 「感謝の気持ちを奉仕につなげよう」       

ホームページアドレス https://koshigayakita-rc.jp/      

  5   

 

 

私立獨協埼玉中学校野球部顧問 原田 様 

この度はジュニア甲子園野球大会を開いて頂きあ

りがとうございました。コロナ禍で色々とご決断があっ

たと思いますが、子供達もやれるかどうか不安だった

と思います。その中で大会を実行させて頂き子供達

も大変喜んでいます。ありがとうございました。 

 

 

私立獨協埼玉中学校野球部顧問 清水 様 

先ほど幹事様からありましたように「田島中学校 VS

平方中学校」の特別試合を開催させて頂くとのことで、

田島中学校の校長先生が大変喜んでいました。この

ような機会をありがとうございます。 

このジュニア甲子園野球大会も 12回となります、こ

れまでもロータリークラブの方々に何度も打ち合わせ

重ねここまできました。おかげ様で、越谷市から多く

の野球選手が高校で活躍しています。ジュニア甲子

園野球大会で子供たちが素晴らしい経験をさせて頂

いて野球が大好きになったことの現れだと思います。  

越谷市民球場は埼玉県内でも一番素晴らしい球

場と言われています。このような場所で子供達がやら

せていただくこと本当にうれしく思います。今後ともど

うぞよろしくお願いします。 

 

フィリップモリスジャパン合同会社 衣斐 雅人 様 

 皆さんおはようございます。今回無理を言いまして、

北クラブ様の野球大会に参加をさせてもらい、お茶の

協賛をさせて頂きました。今後とも奉仕活動において

北クラブ様とタッグを組んで行きたいとも思っています

のでよろしくお願いします。 

 

出席報告 

会員数          43名 

出席者          29名 

出席率          84 % 

 

 

トーナメント表と試合日程が配布されました。 

 

移動例会は市民球場の会議室を使用しました。 

https://koshigayakita-rc.jp/
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2021～2022年度                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長卓話 

 

中澤 伸浩 会長 

先日 7 月 31 日は、越谷ジュニア甲子園野球大会

開会式及び例会ということで、多数の会員にご参加

頂き、誠にありがとうございました。 

 私は体力が無いので、始球式については一発本番

くらいでと思っていたのですが、吉澤さん、深野さん

達に心配して頂きブルペンで何球か練習をしました。

これが功を奏して、本番で無事ストライク投球をするこ

とができました。吉澤さん、深野さん、川島さん、どうも

ありがとうございました。翌日、翌々日、腕、背中、太

もも、ふくらはぎ、要するに全身ですね、筋肉痛で大

変苦労致しました…。たった 4~5 球で、自分の体力

のなさに改めて思い知らされました。 

 さて、コロナ禍ではありますが、越谷ジュニア甲子園

野球大会のみならず、オリンピックにおいても熱い戦

いが繰り広げられております。この度 8 月 2 日付で、

国際ロータリー第 2770 地区松本ガバナーより、「緊

急事態宣言時の例会開催について」という文書が届

きまして、後ほど例会場に掲示させて頂きたいと思い

第 2199回 例会記録   No．3（合併号） 

令和 3年 8月 4日 

司会： 伊藤 純   編集： 近藤 慎悟 

 

会次第 

1．点鐘 

2．ロータリーソング  「君が代」「奉仕の理想」 

3．四つのテスト 

4．結婚記念・誕生日祝い 

5．お客様紹介 

フィリップモリスジャパン合同会社 

 川口ユニット主任 衣斐 雅人 様 

 朝霞ユニット主任 長尾 昌実 様 

6．会長挨拶 

7．幹事報告 

8. お客様挨拶 

9. 委員会報告 

10. 部門セミナー報告 

11. 卓話「越谷ジュニア甲子園野球大会について」 

12. 出席報告 

 

 

 

【次回例会案内】 令和 3年 8月 25日 

ロータリアンの行動規範 

雑誌記事紹介 

越谷ジュニア甲子園野球大会報告： 川島会員 

南越谷阿波踊りを終えて： 関森会員 

例会日：毎週水曜日 12：30～13：30                                 会      長 ： 中 澤 伸 浩 

例会場：越谷市千間台東インペリアルビル 4階                           副  会  長 ： 吉 澤 晴 雄 

T E L  048（975）9898                                        幹    事  ： 今 井 英 治 

F A X  048（977）3741                                        会報委員長 ： 黒 田 幸 英 

創  立：1976年 5月 11日 
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ます。概要、埼玉県においても緊急事態宣言が発出

されることとなり、例会の開催については各クラブのご

判断となります。地区としては、オンラインでの開催を

是非ご検討頂きたいということと、また緊急事態宣言

中の公式訪問についてもオンラインでの開催をご検

討頂きたいというメッセージでした。 

 コロナ情勢に関して当クラブとしては、本年、例会の

運営方法を逐次に変更するよりは、ある程度抑えた

方式で安定して運営した方が会員の皆さんにとって

も安心して例会参加できるだろうと考えています。さし

あたり年内は、お食事は我慢して頂き、第 1 週・第 3

週は例会場で、第 2週・第4週はオンラインで開催す

るとの予定で進めておりました。 

 しかしながら、本日の例会についてもワクチン注射

の日程でお休みのご報告を頂いている方だけでなく、

場合によっては、緊急事態宣言中における例会場で

の例会に抵抗を感じてお休みをされた方もいるのか

もしれないと思い至りました。また、第 8 グループ他ク

ラブの動向も踏まえ、当クラブにおいても、本日の理

事役員会にて、以後の例会やガバナー公式訪問の

開催方法について審議させて頂く予定です。会員の

皆様におかれましては、予定と異なる例会方式とさせ

て頂く可能性もあります。今後、クラブからのご案内を

しっかりと確認して頂き、お盆明けの 8月 18日からの

例会にご参加頂くようお願い致します。 

 

幹事報告 

 
今井 英治 幹事 

（地区より） 

・緊急事態宣言発令に伴う、例会開催についてのご

案内が届いております。2770地区は、宣言期間中

の公式訪問対象クラブにつきましてもオンラインで

の開催を検討してくださいとご依頼の案内が届い

ております。 

・事務局研修会の参加のお礼と、訂正資料が届いて

おります。杉山さん、ご苦労様でした。 

・会員増強維持部門より、ロータリークラブに入ろうの

冊子が届いております。部門セミナー前に一読お

願いしますとの事です。宜しくお願い致します。 

（クラブより） 

・越谷中 RC様より年度計画書が届いております。 

・ロータリーの友をロッカーに配布しましたのでお持ち

帰り宜しくお願い致します。 

・越谷南 RC 様より、第 11 回越谷ロータリーカップ開

催のお報せが届いております。8/23 日、24 日の 2

日間。場所は、しらこばと運動公園競技場。開会式

は 9：00 からです。行かれる方がいらっしゃいまし

たら、幹事までお申し付けください。宜しくお願い

致します。 

・酒井会員より、移動例会用のバックを協賛頂きまし

た。ありがとうございます。 

・第 3 回クラブ協議会が 8/18 日にございます。開催

方法に関しては、本日の理事会で協議させてくだ

さい。宜しくお願い致します。 

・本日、例会終了後 13：40分より第 2回理事役員会

がございますので、役員の方は宜しくお願い致しま

す。 

 

結婚記念・誕生日祝い 

（結婚記念） 

太田 靖彦 会員 ・ 大濱 裕広 会員 

須賀 篤史 会員 

（誕生日祝い） 

髙橋 洋一 会員 ・ 市川 洋和 会員 
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太田 靖彦 会員 

 ちょうど30年前に入会した時は、半分よりちょっと若

いぐらいの 52、3歳でした。その時は怖いおじさんが

沢山いてバッヂ一つ外していると注意されたり、襷を

しなくても文句を言われたりしていました。うちのクラ

ブはちょうど平均年齢 60歳みたいです。私も体力の

続く限りロータリー活動をやって行きたいと思います

ので、宜しくお願いします。 

 

お客様挨拶 

 

フィリップモリスジャパン合同会社  

川口ユニット主任 衣斐 雅人 様 

 以前野球大会の時に協賛させて頂いた関係でこの

ような会にお招き頂きありがとうございます。野球大会

などの社会福祉に関して、表立って活動することが難

しい中、我々は社会奉仕の必要性を感じています。

今後も社会奉仕に力を入れて行きたいと思っていま

す。皆様とタッグを組んでやって行きたいと考えてい

ますのでよろしくお願い致します。 

 

委員会報告 

ロータリー情報雑誌委員会 須賀 篤史 委員長 

 前々回の例会時にご案内しました「ロータリーの友」

今月号の 71ページに詩が載っています。ロータリー

の会員が投稿して載せている短歌・俳句・川柳があり

ます。今年は投稿を考えています。私と杉山さんと松

井さんはすでに投稿してみました。皆様の素晴らしい

詩を募集したいと思い、大熊さんに段ボールで詩箱

を作って頂きました。後ろの席に置いていますので投

稿をお願いします。 

 

社会奉仕委員会 川島 徹 委員長 

 只今越谷ジュニア甲子園野球大会が開催されてい

ます。日程通り試合が進んでいますので、8月 6日に

閉会式を迎えることになります。会員の皆様は午後 3

時に越谷市民球場に集合です。 

 

出席会場運営委員会 川島 徹 副委員長 

 来週 11日（水）は休会となっています。次回例会は

18日（水）2200回例会となります。お間違いの無いよ

うにお願いします。 

 

公共イメージ部門 吉澤 晴雄 委員長 

 先月末に地区公共イメージ委員会から RI2770 地

区 YouTube 動画「みらいの扉-まっチャンネル-第 1

号」が配信されました。この動画は毎月松本ガバナー

が各クラブにメッセージを伝えるツールとなっていま

す。動画の時間は5分程度で、例会前後や例会中に
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流してほしいとのことです。動画の案内が事務局に届

いていますので、皆様にもメールでご案内します。 

 

ロータリー財団委員会 小宮山 大介 委員長 

 今年度の財団寄付、会費と共に多数の方にお納め

いただきましてありがとうございます。レートは今月

110 円になりました。まだの方がいらっしゃいましたら

ご協力の程よろしくお願いします。 

 

部門セミナー報告 

 

会員組織部門 関森 初義 委員長 

 2021年 7月 10日（土）に行われた 2021－22年度

管理運営部門・クラブ研修リーダー（合同セミナー）の

内容を報告して頂きました。 

 

（１）松本ガバナー挨拶 

RI会長シェカール・メータ氏「奉仕しよう み

んなの人生をゆたかにするために」（serve to 

change lives）を踏まえ松本ガバナーの今年度地

区運営方針を COVID-19に負けずに「クラブに変

化と成長を」を提唱。地区としてロータリーのビ

ジョン声明を達成するために 4つの方針を挙げる。 

１．「より大きなインパクトをもたぜんらす」 

（例）具体的な寄付の協力や地区補助金、グロー

バル補助金の活用によりインパクトのある

活動を促す。 

２．「参加者の基盤を広げる」 

（例）メディアの積極的な活用と連携を行う。 

３．「参加者の積極的なかかわりを促す」 

（例）人とのつながり、職業上のつながりを促し、

ロータリアン以外の人々や組織と共に感動

を共有する。 

４．「適応力を高める」 

（例）奉仕活動が新しいニーズに見合うクラブ組

織編成の改善をする。 

 

（２）浅水研修リーダー挨拶 

「ロータリーは人づくりの場である」という言葉 

があり、地域社会、国際社会で奉仕活動を通じて、 

平和と幸福の実現をしようとするロータリーには

世界中で社会のリーダーを育てなければならない

という使命があると話されました。上命下服のリ

ーダーシップではクラブ運営はままならないとし

て、クラブ会長はリーダーとして会員の様々な意

見に耳を傾けることが肝要ということでした。 

◆世界のリーダー紹介 

（アメリカ大統領） 

ウィルソン、フーバー、ルーズベルト、トルーマ

ン、アイゼンハワー、ケネディ、ニクソン、フォ

ード、カーター、レーガン 

（著名人） 

チャーチル、マッカーサー、サッチャー、エジソ

ン、アームストロング、松下幸之助 

 

（３）中里担当諮問挨拶 

新型コロナ影響が大きい状況下においてオンラ

インやハイブリッドでの例会となっているクラブ

も多々あるということを前提に、会員の皆様への

伝達方法など様々な状況を考慮した対策を検討し、

今年度も実り多きものになるよう祈念されました。

また、規定審議会にふれ、未だクラブ内での精査

をする必要があるのではないかと投げかけられま

した。加えて、ロータリーの目的に言及し、コロ

ン・セミコロン・ピリオドの意味を今一度確認し

流れを理解するようにと話されました。 

https://koshigayakita-rc.jp/


週報                       2021-2022国際ロータリーテーマ 

第 2770 地区 第 8グループ                 “奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために” 

               RI会長 シェカール・メータ 

 

越谷北ロータリークラブ                      

2021-2022 中澤伸浩会長提言 「感謝の気持ちを奉仕につなげよう」       

ホームページアドレス https://koshigayakita-rc.jp/      

  10   

 

 

（４）請川かおり委員長コメント 

クラブが活性化するための土台として会員増強、

親睦は大事な要素である。 

（方法） 

１．クラブ内に良い研修リーダーを置く 

２．IT委員長を設置し、オンライン例会を推奨 

（戦略委員会） 

１．より大きなインパクトをもたらす 

２．参加者の基盤を広げる 

３．参加者の積極的なかかわりを促す 

４．適応力を高める 

（クラブビジョンの設定） 

5年後のクラブの在り方を考え、立案の際にはマ

イロータリーを活用する。 

 

（５）石川 RLI運営委員長コメント 

RLIはロータリーの基本的な理念や目的を理解す

ることや、クラブでリーダーシップを発揮できる

メンバーに技能と質の高い教育を提供、ロータリ

アンとしての成長活発な活動、クラブの活性化に

役立てられるプログラムです。 

 

卓話 

 

吉澤 晴雄 会員 

 越谷ジュニア甲子園野球大会について立ち上げ

からの歴史、成果を話して頂きました。 

『越谷ジュニア甲子園野球大会について』 

（１）大会立ち上げの理由 

 ある中学校野球部関係者から、越谷市には県内

屈指の「越谷市民球場」があるにも関わらず、一

度も市民球場で野球をすることなく引退する生徒

が多いというお話をお聞きしました。（越谷市内公

立中学校 15 校、八潮市内公立中学校、獨協埼玉

中学校）第 2回大会より松伏の 2校が参加、現在

23中学校。 

 私が越谷市 PTA連合会副会長をしているとき、

教育委員会との勉強会の場で、ロータリークラブ

で中学校の野球大会を開催することに賛同いただ

けますかと打診（当時の教育委員会板垣参事※当

クラブでも卓話をして頂いたことがあります）。こ

の時点ではまだクラブ内の誰にも相談していませ

んでした。フライングからの立ち上げです。後日

長島エレクト（当時）に相談したところ、社会奉

仕委員長を受けてくれればとのことで、翌年の理

事の皆様に根回しを致しました。 

 

（２）大会開催主旨 

『モラルハザードを立て直すのは野球人』 

 昨今のモラルの低下は情けないものがある。そ

の世の中に出ていく子供達に野球を通して心も体

も鍛え、世の中の道徳心を蘇らせてほしい。大い

なる可能性と期待を込めてこの大会を開催するも

のとする。 

 

（３）大会開会までの作業 

①大会日程の調整 

 毎月 2 月に代表者会議にて決定（先生方）。ま

だまだ越谷市野球連盟が優先の様です。 

②市民球場・多目的グラウンドの減免申請 

 ⇒ 教育委員会スポーツ振興課 

③後援依頼 

 ・越谷市 ⇒ 教育委員会スポーツ振興課 

 ・越谷市教育委員会 ⇒ 教育委員会スポーツ

振興課 
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 ・越谷市野球連盟 ⇒ 越谷市野球連盟理事 

 ・東武よみうり新聞社 ⇒ 東武よみうり新聞

社 安部様 

 ・（公財）施設管理公社 ⇒ 市民球場事務局 

 ・J:COM（取材協力） ⇒ J:COM担当者 

④来賓依頼書 

 ・越谷市長 ⇒ 秘書課 

 ※髙橋市長は一度も来て頂けませんでした。 

 ・越谷市議会議長 ⇒ 市議会事務局 

 ・越谷市教育長 ⇒ 教育委員会総務部 

 

※スライドショーで歴史を振り返りました。 
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 吉澤会員、熱い想いと歴史を語って頂きありがと

うございました。 

 

  

・フィリップモリスジャパン合同会社衣斐様、長尾様よ

うこそ。越谷ジュニア甲子園野球大会に関し社会

奉仕委員会の皆様、出席会場運営委員会の皆様、

大変お疲れ様です。ありがとうございます。 

中澤 伸浩 

・フィリップモリスジャパン合同会社衣斐主任様、長尾

主任様ようこそ。楽しんで行ってください。宜しくお

願い致します。 

今井 英治 

・フィリップモリスジャパン合同会社長尾様、衣斐様、

是非とも入会ご検討ください。 

関森 初義 

・衣斐様、長尾様ようこそ。越谷ジュニア甲子園野球

大会欠席しました。 

青木 清 

・コロナの感染者が増加傾向にありますが、一日も早

い収束を願っております。 

鈴木 英男 

・コロナの収束を心から祈ります。 

堀野 眞孝 

・コロナ根絶のために。 

宮﨑 敏博 

・本日例会宜しくお願い致します。毎日暑い日が続き

ますが、コロナが市内50名とお聞きしています。早

く終結したいです。 

 中村 隆雄 

・毎日暑い日が続いています。熱中症には気を付け

ましょう。 

小林 操 大熊 正行 佐藤 要 

・ロータリー財団の寄付へのご協力ありがとうございま

す。今月のレートは 110円です。 

小宮山 大介 

・誕生祝ありがとうございます！ 

太田 靖彦 

・誕生日祝いありがとうございます。 

須賀 篤史 

・本日も宜しくお願いします。 

櫻井 保彦 伊藤 純 

 

出席報告 

会員数          43名 

出席者          29名 

出席率          74.4 % 
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