
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■司会進行 山田修平 SAA 

渡辺俊介さんと共に<19> 全員集合 

THE WEEKLY NEWS 
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木更津東ロ－タリ－クラブ 
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国際ロ－タリ－第 2790地区 

インスピレ－ションになろう BE THE INSPIRATION 

●例会日 毎週水曜日 PM12:30～1:30 ●例会場 オ－クラアカデミアパ－クホテル TEL 0438-52-0111 
●事務局 木更津市東中央 3-5-2 第 2 三幸ビル 101 TEL 0438-25-0716  FAX 0438-25-0718 

2018-19年度国際ロ－タリ－テ－マ 

第１９回 例会 NO.2431   2018年 11月 28日(水) 

   

ホームページ http://ki-east-rotary.ala9.jp 

木更津東ロ－タリ－クラブ 

会  長   渡 邉 元 貴 
幹  事   大 里 光 夫 
編  集   勝 呂 泰 樹 

国際ロ－タリ－ 

ＲＩ会 長  バ リ－・ラ シ ン 
地区ガバナ－ 橋 岡 久 太 郎 
ガバナ－補佐 吉 野 和 弘 
 

●点鐘   渡邉元貴会長  
       １２時３０分 
●Ｒソング「それでこそロ－タリ－」 

  
●出席     会員 50名 
  出席 34名・欠席 16名 
●出席率    73.91 % 
 

●前々回出席率 72.72 %  修正後出席率 79.54% 
●欠席者【敬称略】     
石渡正明・齊藤新一・嶋津正和・鈴木秀幸 
三沢 猛・塚本秀夫・藤永範行・渡邊愼司 
浅野文夫・足立宗禅・石渡雄悟・藤野宏冶 

 
●メ－クアップ【敬称略】 
・11/19 規定審議会  山田修平 
・11/20・21 ロータリ－研究会 山田修平 
・11/26 RLI     山田修平  
・11/26 君津 RC     倉島和広 
 
●誕生祝【敬称略】 
・11/25 横田秀介 
 
●結婚祝【敬称略】 
・11/23 大隅義一 
・11/23 豊田文智 
 

誕生日 
おめでとう！ 

 

 



■会長挨拶・報告       渡邉元貴  会長 
 

ロータリークラブに入
会させていただいた当時
は、木更津東クラブの会
長は山田修平さんでした。
その時の年次クラブテー
マは「ロータリーって
何？」でした。当時の私
のような新入会員のため
に、ロータリークラブの
ことについて毎週山田会
長は、ご挨拶の中で丁寧

にそして情熱的にお伝えいただいたことを思い
出します。 
 新入会員当時、印象的だったのは炉辺会議でし
た。当時、重城良造さんという大正３年生まれの
大重鎮がいらっしゃいまして、そのような方とお
酒を酌み交わしながらお話をさせていただく機
会が訪れようとは夢にも思ったことがなかった
私にとって、大変緊張した集会でした。その炉辺
会議の中で、重城先生はたった一言でロータリー
を表現されたのです。「渡邉さん、ロータリーと
は「利他」です」爾来、私はロータリークラブの
メンバーは「利他」を実践する人々の集まりだと
思うようになりました。 
 さて、木更津東ロータリークラブは基本的に毎
週水曜日に例会を開催しています。ある時は本日
のように卓話者をお招きし、またある時はそれぞ
れの会員が職業を通じてどのような社会活動を
されているのかを学ぶ機会とする。またある時は、
会員家族も交えてお酒を楽しみながらロータリ
ー談義に花を咲かせ親睦を深める機会となって
います。例会開催日はクラブによってさまざまで
すが、クラブ会員ならば、いつも世界のどこかで
行われているすべての例会に出席することがで
きます。 
本日は特別なオープン例会です。普段は会員さ

んのみの例会ですが、ロータリークラブとは一体
どんな会なのか、例会では何をしているのか、ぜ
ひとも会員以外の方にもロータリクラブの例会
を体験していただく機会を設けてもいいのでは
ないか、そのような思いから企画させていただき
ました。 

本日のゲストスピーカーは、野球は知らなくて
もこの人なら名前くらいは知っているという有
名なお方をお招きしています。当クラブの栗坂会
員の肝いりで渡辺俊介さんにお越し頂きました。
プロ野球時代はアンダースローの名手として大
活躍、その後アメリカやベネズエラで人気を博し、
現在は社会人野球のかずさマジックにおいてコ
ーチ兼投手として溌剌と力を発揮されている渡
辺俊介さんの卓話をとても楽しみにしていまし
た。 
皆さんも、渡辺さんの生き方を通してそれぞれ

の利他精神がますます磨かれることをご期待申
し上げます。 

 
■ゲスト・来訪ロ－タリアンのご紹介 

渡邊元貴会長 
・佐藤依子 様【信和産業㈱代表取締役】 
・信田 真 様 
・地曳広志 様 
・松本 修 様 
・宮寺順子 様【高蔵寺布教部長】 
・松井隆幸 様【かずさＦＭ統括部長】 

・吉野和弘 様【君津 RC ガバナ－補佐】 
・岡野 祐 様【君津 RC 幹事】 
・佐々木昭博 様【君津 RC】 
・鈴木和弘 様【袖ヶ浦 RC】 
 
■幹事報告            大里光夫幹事 

1.幹事報告 
1） 11 月締め「R 財団」「米
山奨学会」の寄付金を送金
いたしましたので、ご報告
いたします。 
R 財団   470,400 円 
米山    580,000 円 
 
2.他クラブからのお知ら
せ 

1）富津シティ RC より「例会変更のお知らせ」が
届いておりますので回覧いたします。 

3.その他のお知らせ 
1) 特になし  
4.回覧 
・富津シティ RC より「例会変更のお知らせ」 
 
■委員会報告           
次年度役員・理事の候補者について  
      指名委員会 委員長 豊田文智会員 

 
木更津東ロ－タリ－クラ
ブ細則第9条第2項の規定
に基づき、指名委員会を開
催し、互選により委員長に
就任いたしました。第 3
項の規定に基づき、副会長、
会計、副幹事及び 5 名の理
事候補者を指名したので、

次のとおりその氏名を発表します。 
 
・副会長 渡邉愼司会員・会 計 石渡雄悟会員 
・副幹事 近藤直弘会員 
・理 事 林孝二郎会員 内田 重会員 
    山中 恵会員 塚本秀夫会員 

     鶴岡大治会員 
以上です。尚、以上の候補者は来週の年次総会に
おいて投票に付されます。 
 
◇ニコニコボックス  クラブ管理運営委員会 

 田口理紗会員 
 

・君津 RC 岡野祐 様 
初めて木更津東ロ－
タ リ－クラブの例会
に出席させていただ
きました。ありがとう
ございます。ファンで
あります渡辺さんに
会えてとても嬉しか
ったです。 

・渡邊元貴会長 
 本日はオ－プン例会に沢山のお客様にお越し
いただきありがとうございます。どうぞお楽し
みください。 

・加藤智生会員 
 渡辺俊介さん、お越し頂きありがとうございま



す。又、本日のアワ－のコ－ディネ－タ－をさ
せていただきます。よろしくお願いします。最
後に本日お連れした佐藤依子もよろしくお願
いします。 

・近藤直弘会員 
 本日はかずさマジック渡辺俊介さんの卓話と
なります。多くは語りません。皆様お楽しみに。 

・横田秀介会員 
 誕生日をすっかり忘れていました。荒井さんに
言われて思い出しました。もう、ふれてもらい
たい歳でもありません。 

・大隅義一会員 
 11 月 23 日きれいなお花をいただきありがとう
ございました。 

・豊田文智会員 
 11 月 23 日結婚祝いありがとうございました。 
・倉島和広会員 
 11 月 26 日(月)に君津 RC へ行ってきました。友
人である習志野中央 RC 会員の朱(しゅう)さん
の卓話を聞きに行ってきました。皆さんに歓迎
していただきまして、ロ－タリアンで良かった
と思いました。 

・小林千晃会員 
 本日はオ－プン例会ということで、かずさ FM
の松井さんをおよびしました。1 時 15 分より生
放送もして頂く予定です。 

  
■例会アワ－              
テ－マ             
「ミスタ－サブマリンが世界に羽ばたくまで」 

  卓話者  新日鐵住金かずさマジック 
         コ－チ兼選手 渡辺俊介 様 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◇クラブ管理運営委員会 担当 近藤直弘会員   

 
 栃木県出身で新日鉄君津か
らロッテマリーンズ、米独立リ
ーグから現在はかずさマジッ
クのピッチングコーチ兼投手
でご活躍されています。また
WBC も 2 度優勝をしており、以
前は水切り 28 回の日本記録も
持っていました。 

 
 

担当コ－ディネ－タ－         加藤智生会員 
 
私もロッテマリーンズの大
ファンで、俊介さんの投げて
いるときには、子どもと球場
までよく応援に行っていま
した。そして、今はかずさマ
ジックの幹事をやっていま
す。今日はよろしくお願いし
ます。 
 

 
‐対 談‐ 

 
（加）まず最初に野球を始められたきっかけはど

のようなことだったのでしょうか？また、
ピッチャーになる、また、アンダースロー
にするなど、時期やきっかけを教えて下さ
い。 

（渡辺俊介）父が、まさに星一徹、でした。その
ため小学生から始めましたが、中学生の時
はほとんど投げる機会もありませんでし
た。センスが無かったが野球が好きで続け
るためにピッチャーしかなかった（笑）ア
ンダースローにしたのは、体が柔らかいか
らと、父の勧めで中学 3 年から投げていま
す。 

 
（加）プロ野球ロッテの時代のことをお聞きした

いのですが。仲が良かったチームメイト
は？（思い出なども） 

（俊）小宮山さんにお寿司をおごってもらうと勝
てるというジンクスを勝手に作り、毎回お
ごってもらっていました。 

 
（加）きらいだった（苦手だった）選手は？（理

由も） 
（俊）松中選手は、先輩（新日鉄君津）でもあり、

見た目通りとても怖い。おまけによく打た
れていました。 

 
（加）現役の時はバレンタイン監督の下でのプレ

ーも長かったと思いますが、ずばりどのよ
うな指導者でしたか？ 

（俊）とても細かい戦略を立てていました。陰口
などは決して許さなかった。が、直接意見
を言うのはむしろ推奨されていました。あ
と、お客様へのサービスは本当にすごく、
選手たちもそれは徹底されていました。 

 
（加）WBC を 2 度経験されて、2 度優勝をされて

いますが、日本の野球とベースボールは、
どう違っていましたか？ 



（俊）野球は、苦しんで結果を出すのが野球道。
ベースボールは楽しもう！がすべてに勝
ります。 

 
（加）また、WBC を一緒に戦った選手で印象が強

かった選手や、ここだけの裏話などありま
したら、教えて下さい。 

（俊）イチローさんは、言動・行動すべてがかっ
こよかったです。 

 
（加）社会人野球からプロへ、そしてまた、かず

さマジックへと戻られましたが、なぜここ
に戻られたのですか？ 

（俊）社会人の時、先輩に助けられました。今度
は、自分がその立場になって指導したいと
思いました。 

 
（加）プロの時は、健康法などありましたか。 
（俊）基本不健康だったです。けれどもシーズン

が終わると必ず 3・4 日の断食をやりまし
た。 

 
（加）私どもも企業人で、社員の教育・指導を行

う立場におりますが、コーチをされている
中で、今の若い人たちにどの様な指導をさ
れていますか？ 

（俊）海外では、子どもが話していても最後まで
話を聞いてから、自分の意見を言います。
話をさえぎったり、あげ足をとるようなこ
とはありません。自分も選手のモチベーシ
ョンを上げられなければコーチはやめろ
と言われました。いいところを見つけて会
話をするのと、4 つのこと（競争・ギャン
ブル・酩酊・模倣）で、選手のモチベーシ
ョンを上げています。 

 
 

渡辺俊介さん プロフィール 
 
 
生年月日：1976年 8月 27日 

（４２歳） 
出  身：栃木県 
経  歴：國學院栃木高校 

國學院大学 
 

１９９９～００ 新日鉄君津 
２００１～１３ 千葉ロッテマリーンズ 
２０１４～１５ 米独立リーグ［ランカスタ］ 

ベネズエラ・ウィンターリーグ 
２０１６～現在 新日鐵住金かずさマジック 

－現在はピッチングコーチ兼投手－ 
 
［表彰］ 
最優秀バッテリー賞（２００５年） 
日本シリーズ優秀選手賞（２００５年） 
オールスターゲーム優秀選手賞 

（オールスター出場２回） 
栃木県民栄誉賞・千葉市民栄誉賞（２回） 
 
［日本代表歴］ 
２０００年 シドニーオリンピック４位 
２００６年 第１回ワールドベースボールクラシック 

優勝 
２００９年 第２回ワールドベースボールクラシック 

優勝 
 
 
 
 
 
 
 

木更津東ロ－タリ－クラブ事務局メ－ルアドレス eastkisarazu-rc@nifty.com 

点鐘 渡邉元貴会長 13:30 

≪ご来場のお客様≫ 


