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前回の例会 

 2021年 1月 22日(金)第 1904回 

卓 話 「 球団にかける夢 」 

卓話者 堺シュライクス  

     監 督   大西 宏明 様 

     球団代表  畑  康裕 様 

    (株)つくろう堺市民球団  

     代表取締役 夏凪 一仁 様 

紹介者  城岡 陽志 会員 

今週の歌  「 四つのテスト 」 

      「 堺北ＲＣの歌 」 

      「 冬 景 色 」 

入会式  𠮷村 博勝 新会員 

お客様の紹介・出席報告・会長の時間・ 

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告  

〇皆出席表彰（1 月度）  

 藤永 誉 会員（第９回） 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2021年 1月 29日・第 1904号 

 

 2021年 1月 29日(金)第 1905回 

卓 話 「 日本と世界が出会うまち 堺 」 

卓話者 堺ユネスコ協会 

     事務局長 花澤 光正 様 

紹介者 中田 学 会員 

今週の歌  「 それでこそロータリー 」 

      「 たき火 」 

お客様の紹介・出席報告・ 

会長の時間・委員会報告・ 

幹事報告・ＳＡＡ報告  

 

 

 

2020-21年度 国際ロータリーのテーマ 

    「ロータリーは機会の扉を開く」 

国際ロータリー会長 ホルガー・クナーク（ドイツ・ヘルツォークトゥム・ラウエンブルク・メルンＲＣ） 

四つのテスト 言行はこれに照らしてから 1.真実かどうか 2.みんなに公平か 3.好意と友情を深めるか 4.みんなのためになるかどうか 

事務所  〒590-0940堺市堺区車之町西2丁1番30号 ポピア南海3階302号 

Tel（072)223-2300番  Fax(072)223-5005番 

URL     : https://www.sakai-kita.jp/ 

E-mail  ： snrc＠jasmine.ocn.ne.jp 

例会日 毎週金曜日 午後0時30分  

例会場 南海グリル 天兆閣別館 4階「ローズ」 Tel:(072)222-0131番（代表）  

ガバナー(第2640地区)  ： 藤井秀香 

ガバナー事務所  URL   ： http://rid2640g.com/fujii/  

E-mail ： fujii@rid2640g.com 

会長：山中喜八郎  幹事：塩見 守  広報委員長：坂田兼則  編集者：池田茂雄 

第 2640地区 堺北ロータリークラブ週報 

創立 1980年 10月 8日 

次回の例会 

 

時間 

 

2021年 2月 5日(金)第 1906回 

「 第２回クラブアッセンブリー 」 

各委員会委員長 

本日の例会 

 

時間 

 

＜1月22日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            32名 
出席会員            21名 
欠席会員              11名 

    ゲスト              4名 
    ビジター            0名 

今週の歌「たき火」 

 

かきねの かきねの  

まがりかど 

たきびだ たきびだ 

おちばたき 

あたろうか あたろうよ 

きたかぜぴいぷう  

ふいている 
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「入会のご挨拶」 

会員 𠮷村博勝 

 

 この度、堺北ロータリークラ

ブに入会させていただきました

吉村でございます。 北側先生、

城岡様より入会のお誘いをいた

だき心から感謝申し上げます。 

職業は神職です。出雲大社大阪

分祠 分祠長として 36年間奉職しています。 

残念ですが、昨年 6月末に堺東南ロータリークラ

ブが、会員減少となり、また、50周年を節目とし

て解散となりました。 

ロータリー歴は、昭和 59年に 37才で堺東南ロー

タリークラブに入会し、約 30 数年間在籍させて

いただきました。その間、会長、数々の役職も経

験させていただきましたが、会員が少ないために

例会に出席のみで活動はあまりできませんでし

た。 

 歴史と伝統のある堺北ロータリークラブの一

員として、今後、新たにロータリー活動のために、

微力ではございますが精一杯つとめさせていた

だきますので、皆様方からのご支援·ご指導を賜

りますようよろしくお願いします。 

簡単ですが、入会のご挨拶ととさせていただきま

す。   

 

◆入会式の様子◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「 球団にかける夢 」 

 堺シュライクス 

    監 督   大西 宏明 様 

     球団代表  畑  康裕 様 

        (株)つくろう堺市民球団  

     代表取締役 夏凪 一仁 様 

 

  

 

 

 

 

 

 今回、太陽パーツ㈱城岡会長より、ご紹介いた

だき卓話のお時間をいただけることになりまし

た。 

 

関西独立リーグ 堺シュライクス 

 私達、堺シュライクスは、2018年堺市に創設し

た関西独立リーグに所属する野球の球団です。そ

もそも、独立リーグとは？何なのか、ご説明させ

ていただきます。 

独立リーグとは、「プロ野球選手になりたい」「野

球で生きていきたい」という志のある選手に、ト

ップリーグに挑戦するための場所を提供するリ

ーグです。 

 

 堺シュライクスは、2019年シーズンより関西独

立リーグに所属して活動を始めました。 

昨年 2020 年は、コロナ禍で苦しいシーズンとな

りましたが、リーグ初優勝を達成することができ

ました。 

2021年の今シーズンの目標は、リーグ優勝とプロ

野球界（NPB）からのドラフト指名を目指して活動

してまいります。 

 

 この堺シュライクスを監督として率いている

のが、元プロ野球選手の大西宏明です。 

大西は、名門 PL 学園高校で甲子園に出場し、当

時、横浜高校のエース松坂大輔投手から、一時同

点タイムリーを放つなど活躍しました。 

そして、高校卒業後は、近畿大学に進み、2002年

ドラフト 7位で近鉄バファローズに入団。左キラ

ーとして活躍。2004年シーズンは、打率.265、本

卓  話 入 会 式 



- 3 - 

 

塁打 10、打点 43の成績を記録。 

その後は、オリックス・バファローズ、横浜ベイ

スターズ、福岡ソフトバンクホークスに進み、

2011年に現役を引退。 

引退後は、心斎橋に焼肉屋「笑ぎゅう」をオープ

ン。プロ野球選手もご用達の焼肉店です。 

 

独立リーグの現状 

 関西独立リーグの選手は、給料が出ておりませ

ん。選手はアルバイトをしながら生計をたててお

り、恵まれた環境ではありません。 

そんな過酷な状況でも、プロ野球選手になりたい。

という思いで全国各地から集まっています。 

堺シュライクスも、まだまだ恵まれた環境が整っ

ていないのが現状です。 

そこで、皆様にスポンサーとして選手達を応援し

ていただきたく、本日は卓話のお時間をいただき

ました。 

年間 1口 5万円から、最大 200万円までプランが

ございます。 

いただいた資金は、選手が夢を叶える為に、道具

やグラウンド代として使用させて頂いておりま

す。 

 

 選手が夢を実現する場所を創り、夢を諦められ

る場所を創るため、ご理解、ご賛同のほど宜しく

お願い致します。 

 

コロナ禍で暗いニュースが多いですが、野球を通

じて、子供たちや地域の方々に夢と元気を届けた

いと思っております。 

堺シュライクスの応援、どうか宜しくお願い致し

ます。 

 

球団ホームページ：https://baseball-sakai.jp 

お問い合わせ：球団代表 畑（090-3654-8369） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

             会長代理 木畑 清 

 

 2週連続の入会式を執り行うこ

とができ、本日は、吉村会員を

お迎えすることができました。 

どうぞこれからよろしくお願い

いたします。 

 

<戦国史> 

1591年（天正 19年）1月22日 

秀吉政権を支えた弟の秀長が死去（52歳）し

た。秀吉と三歳違いの弟 秀長がこの日、1年の

闘病のすえ亡くなった。秀吉とは同父とも異父

とも伝わる。秀長は早くから秀吉に従って各地

に転戦した。四国攻めでは総大将となって四国

を平定し、九州攻めでは先鋒として戦功をあげ

た。 

大和郡山城主となり、大和・紀伊・和泉を領有

した。しかし、秀長の活躍で重要なのは秀吉政

権成立初期に諸大名・武将間の折衝役となった

ことである。兄にはない温厚な人柄が慕われて

武力を行使せずに服属させることが珍しくなか

った。 

1586年、大坂城を訪れた豊後の大友宗麟は国元

に送った手紙に「内々の儀は宗易（千利休）、公

儀の事は宰相（秀長）存じ候」と豊臣政権の

内々の問題は利休が、公式の問題は秀長が処理

したとある。秀長と利休は豊臣政権の車の両輪

で、秀長の死はたちまち利休にはねかえり、1ヶ

月後には利休が切腹させられる。 

 

 

 

創立 40周年記念実行委員会 

「創立 40周年に寄せて・手記のお願い」 

     40周年記念実行委員長  堀畑 好秀       

     40周年記念誌編集委員長 池田 茂雄 

 

 創立 40 周年記念例会から早や 3

カ月余りが経過いたしましたが、

「記念誌」の発刊に向けて事務局に

おいて着々と編集作業を進めてお

ります。 

 さて、記念誌の中の一つに「創立 40 周年に寄

せて」と題してのページがあり、会員皆様から想

委員会報告 

会長の時間 
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い想いの手記をお寄せ頂き掲載する事となって

おります。 

その手記の提出期限である1月末が迫ってまいり

ました。後々まで末永く残る記念誌となりますの

で、ご提出いただいていない会員皆様、下記要領

によりふるってお寄せいただきますよう、宜しく

お願い申し上げます。 

 30 周年時の記念誌には、「ロータリーと私」と

言うテーマで掲載しましたが、当事の会員 33 名

全員からお寄せいただいておりますことを申し

添えます。 

記 

1. テーマ：「創立 40周年に寄せて」 

2.文字数：400文字くらいから､1,000文字くらい 

3.提出期限： 2021年 1月末日 

4.その他： 

 出来るだけ「メール」でお願いしますが、ペー 

 パーでもかまいません。事務局までお寄せくだ 

 さい 

 

  

 

池田茂雄会員 吉村博勝様のご入会を祝し、万歳。 

       おめでとうございます。 

奥野圭作会員 吉村さん、今度当クラブにご入会 

       いただき有難うございました。 

       今後とも、末永くお付き合いのほ 

       どをよろしくお願い申し上げま 

       す。 

北側一雄会員 吉村さん、堺北ＲＣへようこそ！ 

       そして、大西監督、頑張って下さ 

       い。応援します。 

塩見 守会員 吉村様、ようこそ堺北ＲＣへ。 

       これからよろしくお願いします。 

       大西様、畑様、夏凪様本日は卓話   

       よろしくお願いします。 

城岡陽志会員 吉村さん、入会ありがとうござい 

       ます。これからもご近所つきあい 

       を！ 

       堺シュライクスの大西監督、夏凪 

       社長、畑代表、これからがんばっ 

       ていきましょう！又一つ頑張る 

       テーマができました。 

嶽盛和三会員 吉村様入会ありがとうございま 

       す。又おめでとうございます。 

       二週続けての入会式で会員増強 

       委員長としては嬉しい限りです。 

       堺シュライクスの発展をお祈り 

       致します。 

中川 澄会員 吉村様、末永いおつき合いをお願 

       いいたします。 

       大西様、畑様、夏凪様、卓話よろ 

       しくお願いいたします。 

中田 学会員 吉村様入会お目出とうございま 

       す。苦渋の選択ありがとうござい 

       ます。 

藤永 誉会員 吉村様、ようこそ堺北ＲＣへ。 

       出雲大社（島根）の時は大変お世 

       話になりました。これからもよろ 

       しくお願いします。 

吉村博勝会員 この度入会させて頂きありがと 

       うございます。よろしくお願いし 

       ます。 

米澤邦明会員 吉村様、入会おめでとうございま 

       す。今年に入って毎週入会者がい 

       ます。来週は誰が入会されますで 

       しょうか？ 

綿谷伸一会員 吉村博勝さん、ご入会おめでとう 

       ございます。お待ちしておりまし 

       た。 

 （50音順）      合計４０，０００円 

 

◆米山特別寄付：濵口正義会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＳＡＡ報告 

1月度皆出席表彰 藤永 誉 会員（第９回） 

  米山奨学金 1月度支給 

      米山奨学生 陳
ちゃん

 敏
まん

彪
ぴう

さん 

例 会 風 景 


