TSUCHIURA WEEKLY REPORT
2019年〜2020年度

国際ロータリーのテーマ

ロータリーは
世界をつなぐ

日本昔自動車風景

〜 一枚の絵はがきから〜

（文：高井 淳 氏／企画・製作：ノスタルヂ屋）

2019〜20年度 国際ロータリー会長

「杜の都」と言われる宮城県仙台市、奥に見える仙台駅から続く青葉通り
の風景です。現在は高層の建物が並ぶ東北随一のビジネス街となっていま
す。戦後間もなく植えられたけやき並木が道の両側に見えますが、今では
青葉繁れる大木に育っています。昭和30年前後にして大型車が2台並んで
通行できる片側2車線の道路であったところなどゆとりが感じられます。

マーク・ダニエル・マローニー 氏

8月は会員増強及び新クラブ結成推進月間です。
2019〜2020年度
（第62期 竹内年度）
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甲子園野球大会 報告会
土浦RC野球部 部長

大槻 利夫

日頃野球部に対し、多大な支援をいただいている事に感謝申し上げます。
５月25日（甲子園球場近く）前夜祭、そして５月26日午後２時10分試合
開始で行われました。
その内容については飯山監督、竹内主将他各選手から報告があります。内
容がシーソーゲームで大変素晴しい試合でした。
これからも毎年甲子園に出場出来ます様会員、皆様のご支援の程よろしく
お願いをし部長としての挨拶といたします。ありがとうございます。

甲子園大会に参加して

臼田 恭士

昨年から参加させていただいておりますが、私自身、野球経
験がそれほどあるわけではありませんが、ソフトボールのころ

はキャッチャーを担当していたり、よく遊びでやっていたこと
もあり、投げることやゴロの処理等はあまり苦にはならなかっ
たのですが、難しいのがバッティングです。現に昨年から参加
しておりますが、未だにヒットを打っておりません。
そこで、どうすればいいか考えた上で思いついた作戦が、
【バ
ットを振らない】ということです。簡単に言えばフォアボール
目当てです。ただ、やみくもにバッターボックスに立っていて
も、ピッチャー・キャッチャーに見透かされてしまいます。ど
ういうことを気を付けたかというと、バッターボックスに入る
までの所作、ボックスに入った後、構えるまでの所作、ちょっ
とでも甘い球が来たら打たれそうという雰囲気を作ることで
す。その結果、今年は２つのフォアボールで出塁しました。最
後の打席でピッチャーの球が遅かったこともあり、打ちにいっ
て三振になりました。
来年もその所作の部分に磨きをかけて、フォアボールで出塁
したいと思います。来年もよろしくお願いいたします。

野球部監督 飯山会員挨拶

令和元年度全国ＲＣ野球大会を終えて

藤澤 昭彦

去る５月26日に坂出RCさんとの試合が組まれました全国ＲＣ野球大会に参加をさせて頂きました。
僭越ながら今年も４番という打順で参加させて頂けたことに大きな喜びを覚えております。

昨年度も参加させて頂いたのですが、地獄のような暑さの７月、８月に木田余のグラウンドで練習を
重ね、40才代後半にもなりながらようやくたどり着いた 甲子園 というある種の強い感動がございま
した。今年度は５月後半の 甲子園 ということもあり春のすがすがしい気候の中すがすがしく練習を
重ね、すがすがしく試合に臨めるなと思っておりました自分の考えが甘かったことを思い知った年とな
りました。チームの中の大半の方が 怪我人 であり 仕事で忙しい方々 という事情が練習日に影を
落としておりました。少ない日は二人でキャッチボールをして解散した日もございました。筑波学園ロ
ータリークラブさんに練習試合を申し込み、迎えた当日、筑波学園ロータリークラブさんはビシッと全
員ユニフォーム姿で約20名、対する土浦は３名。「土浦さんどうしたの？」などと揶揄されながらもメ
ンバーを借りて練習試合をした、というよりは練習に混ぜて頂いたような日もございました。
しかしながら、迎えた甲子園球場での試合では大量４点を奪われ先制されるも５点を返し結局は７対
５で勝利。筑波学園ロータリークラブさんは甲子園まで行くも雨で中止。つくばの隆盛と土浦の衰退な
どと言われ始めて久しいですが、やはりまだまだ土浦には運も実力もあるなと感じた今年度の甲子園で
ございました。

試合翌日の5月27日は京都観光へ

来訪ロータリアン
河原畑光一 君（上尾西ＲＣ）

誕

生 祝 （8月）

〈会
臼田
上村

入会記念祝 （8月）

員〉
恭士君（3日）、菊池

泰正君（4日）

毅君（16日）

〈配偶者〉

山本 和男君
河合
隆君
沼尻
大君
円城寺紘征君
金澤 幸江君

奥様
奥様
奥様
奥様
旦那様

山本 満子様（ 1日）
河合 文恵様（ 6日）
沼尻 道子様（13日）
円城寺遵子様（20日）
金澤 洋作様（30日）

藤田

雪絵君（ 6日）、鈴木

實君（16日）

平島
上村

隆之君（22日）、鬼澤
毅君（23日）

俊久君（23日）
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メークアップ
7/24

第49回 筑波大学学長を囲む会
竹内、髙橋

7/27

クラブ奉仕研究会

7/28

地区奉仕プロジェクト研究会
河合、鈴木(敏)、鶴田、平島

例会予告

竹内、關本

8月 8日 地区研究会報告
ロータリー財団、青少年奉仕、
クラブ奉仕、奉仕プロジェクト
15日 休

会

お知らせ
スクラッチ会
１．日

時

2019年8月11日㈰ 9時38分〜

２．場

所

新・西山荘カントリー倶楽部

茨城県常陸太田市下大門町1063
TEL 0294-70-1234

３．プレイ費 11,000円（昼食・カート税込)
４．参加費

5,000円 (賞品・パーティー代)

茨城YMCAチャリティゴルフ
この大会の収益金は土浦市等の社会福祉協議会に寄付、またボランティアリーダー養成のための
トレーニング費用に用いさせていただきます。

１．日

時

2019年9月11日㈬

２．場

所

かすみがうらゴルフクラブ （旧・かすみがうらOGMゴルフクラブ）
茨城県かすみがうら市田伏5136 TEL 029-896-0811

３．プレイ費 8,000円（セルフプレー・昼食・1D付・パーティー費用）
４．参加費

5,000円（チャリティ費・賞品代）

格調高く、和やかに

S.A.A

