
例会場： ラグナガーデンホテル　TEL: 098-897-2121 2021-22年度

例会日： 毎週水曜日　12:30～13:30 会長： 宮城 富夫

事務所： 宜野湾市大山 2-9-25-2F 幹事： 仲村 真二

TEL： 098-898-9000 会報委員長： アラルコン 朝子

FAX： 098-898-0003

E-mail： info@ginowan-rc.org

国際ロータリー 第2580地区 宜野湾ロータリークラブ

Rotary Intenational District 2580 Rotary Club of Ginowan

2021年12月8日号

（ 第 2532 回 )



＞＞＞　四つのテスト　＜＜＜～言行はｋこれに照らしてから～
３．行為と友情を深めるか
４．みんなのためになるかどうか

■例会プログラム
：城間 幹夫

：宮城会長

：仲宗根 義次

：君が代・四つのテスト

：なし

：なし

：宮城 富夫

：仲村 真二

：國吉一人、新垣裕輝、仲宗根義次

：新垣 裕輝

：新垣 裕輝

：宮城会長

宮城富夫会長

　皆様こんにちは！
先週の蝶々ハウス移動例会にも少しお話しまし

たが、去った11月21日の水辺の美化プロジェク
ト「ビーチクリーン」が無事終了しました。ご参
加の会員、家族、職場の皆様、お疲れさまでし
た。熱く御礼申し上げます。この企画は、この
後、地区大会アワードエントリーのための応募資
料編集作業に入ります。そしてその前に12/15に
開催される沖縄分区IM(ｲﾝ名護)でのプレ発表会で
のパワーポイント作成にも入ります。2年前に実
施したグローバル補助金プロジェクトの「Happy
Birth & Happy Baby Project」とともに、2題エ
ントリー、発表する予定であります。

さて、来週はクラブの年次総会であります。次
年度、國吉会長の主要委員長の発表と承認、及び
決意表明の場が設定されています。会員一同の協
力を私からも節にお願いするものであります。

さて、本日は天久会員による新入会員卓話であ
ります。既に半年になりますが、自身の野球人生
を中心にPRするようです。

皆様のご清聴をお願いし、私の挨拶を終わりま
す。

会員数
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《12月ロータリー為替レート　＄１＝￥１14》

出席報告

例会日

■許田先生の叙勲おめでとうございます。宜野湾ロータ
リアンの誇りです.（天願勇、茂宮隆次、新垣裕輝）
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訂正出席者数

訂正算定分母 27 28

訂正出席率 25.93%
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■天久会員の野球人生、楽しく拝聴しました。
加えて本日私許田が良からずも叙勲に浴し、24日県知
事より瑞宝双光章を受章して参りました。皆様からの激
励の御ことばに感謝しております。ありがとうございま
した。今後も会員の一人としてロータリー生活を楽しみ
ます。（許田英子）

■ニコニコの趣旨　

 　 １．真実かどうか
 　 ２．みんなに公平か　　　

算定用会員数

ｴｺ思想推進宣言

幹 事 報 告

閉 会 点 鐘

ゲストビジター紹介

11月24日

今回

例会NO.

12月1日

■天久会員の「僕と野球」の卓話、楽しく聞かせて頂き
ました。ありがとうございます。ゲストの皆様、ようこ
そお越しくださいました。（仲吉サダ子）

■天久さん素晴らしい野球人生、健康第一にこれからも
頑張って下さい。溜川さん、貴方の素晴らしいロータ
リー歴を宜野湾クラブに活かしてくれますことを期待し
ます。マジュン頑張りましょう！（白間弘造）

■天久さんありがとうございました。皆さん！朝晩は寒
くなりましたね。ご自愛ください。（仲村真二）

■ビーチクリーン、皆様の協力のもと無事終了しまし
た。本日の卓話、年齢を重ねても元気でいられる秘訣は
スポーツ！ロータリーの親睦交流も若さを保つ秘訣と同
感！ゲスト・ビジターの皆さん、又お会いしましょう！
（宮城富夫）
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■会長挨拶

7 24

出席免除者欠席数 2

第2531回 ¥11,000

■S.34年生まれの方は、星の中央にいて帝旺でありま
す。どうぞ今后の御活躍を期待しています。情に厚く、
人望あれの如く頑張って下さい。（比嘉虹水）

■天久さん卓話ありがとうございました。還暦野球があ
る事初めて知りました。生涯現役ですね。
　　　　　　　　　　　　　　　　（仲宗根義次）

0

1

一般会員

■ニコニコ（米山・財団寄付）

前回

¥2,474

累 計 ¥71,000 ¥25,069

29 29

出席者数

前 回 累 計 ¥60,000



<本日＞
◆第２５３２回１２月８日（水）

クラブ総会

◆第２５３３回１２月１５日（水）

移動例会（沖縄分区大会IM）

◆第２５３４回１２月２2日（水）

夜間例会（忘年会）点鐘19：00

★ゲスト 会場：ラグナガーデンホテル

・山城咲乃様（アラルコン朝子会員紹介） ◆１２月２９日（水）特別休会

・竹野雅人様（高橋清一郎会員紹介） 　定款7-1-（d）-（5）適用

・仲宗根妃奈様（仲宗根会員ご夫妻ご長女） ◆第２５３５回１月５日（水）理事会

☆ビジター 新年ユンタク会

・徳物葉子様（札幌はまなすＲＣ） ◆第２５３６回１月１２日（水）

卓話：二宮徹氏（福岡城西ＲＣ）

演題：未定

◆第２５３７回１月１９日（水）

職業奉仕月間に因んで卓話

◆第２５３８回１月２６日（水）

卓話：大野倫氏（元巨人軍）

●例会変更・休会のお知らせ

・那覇南ロータリークラブ

【幹事報告】 日時：12月13日（月）　↓

①RLIパートⅡ講習開催のご案内 　　　12月15日（水）沖縄分区IMに振替

【回　覧】 日時：12月20日（月）18：30点鐘

①コーディネーターニュース11月号のご案内 　　　夜間例会＆忘年会に変更

②コーディネーターニュース12月号のご案内 場所：パシフィックホテル沖縄2階「ワイケレ｝

③ハンガーゼロニュース11月号のご案内 ビジター費：5,000（要事前連絡）

【理事会報告】 日時：12月27日（月）休会（年末のため）

・11/19開催の臨時理事会に於いて 日時：’22/1/3日（月）休会（年始のため）

　2021-22年度予算書が決議されました。 日時：’22/1/10（月）祝日休会（成人の日）

・宮古島ロータリークラブ

日時：12月14日（火）沖縄分区IM大会に振替

日時：12月28日（火）休会（年末のため）

・石垣ロータリークラブ

日時：12月15日（水）IM大会のため休会

日時：12月29日（水）年末のため特別休会

日時：12月22日（水）夜間例会に変更

場所：アートホテル石垣島　時間：19：00～

・コザロータリークラブ

日時：12月16日（木）→12月15日（水）

　　　　オンラインIM参加 14：00～

場所：オキナワグランメールリゾート10階

※ビジターのご訪問はご遠慮下さい。

とき：2021年12月30日（木）年末の為休会

とき：2022年1月6日（木）年始のため休会

・名護ロータリークラブ

日時：12月29日（水）年末のため休会

新垣裕輝社会奉仕委員長

11/21ビーチクリーン活動のお礼
11/24蝶々ハウス清掃活動について

■地区・他クラブよりお知らせ

■例会予定

■幹事報告　仲村幹事

國吉会長エレクト

12/8クラブ総会について

■委員会報告

■ゲスト・ビジター紹介　仲宗根親睦委員長



職業宣言　1．自分の職業に誇りを持つことから、職業奉仕は始まる。

自己紹介
　生年月日　昭和34年7月27日（62歳）

　出身地　　読谷村波平（天久家五男二女の末っ子）

　現住所　　北中城村字島袋
　家　族　　妻、息子1人（3人家族）
　学　歴　　県立読谷高校卒業　琉球大学法文学部経済学科経営学専攻卒業
　職　歴　　昭和58年沖縄振興開発金融公庫に入庫
　　　　　　本店、北部支店、八重山支店、東京本部
　　　　　　勤務を経て令和3年定年退職
　　　　　　令和3年4月㈱ラグナガーデンホテル
　　　　　　監査役に就任　現在に至る

皆さんこんにちは。今年6月に入会して、今月で丁度6か月です。本日の卓話をするに辺り、大勢の先輩方の前で何をお話すれば？
と迷いましたが、丁度ビーチクリーンの日11/20～21にかけて大分県別府市で第15回九州還暦軟式野球大会がありまして、僕が所
属してます「ポパイベースボールクラブ」が沖縄県代表として出場致しました。今日はこの話も含めて「僕と野球」というタイトル
で野球を通じての思い、今感じていることをお話しさせて頂きます。野球にあまり興味のない方も我慢してお聞き下さい。まず中学
時代は中頭地区大会（中体連）で準優勝し、県大会に出場するも1回戦で敗退しました。それから高校時代は夏季新人野球大会で優勝
しましたが、次の九州大会への出場がかかった秋季新人野球大会では1回戦で敗退しました。それから大学時代は九州地区大会で準優
勝しましたけど、実は県内では3大学リーグで常に3位という事で、強いのか弱いのか良く分からないチームで主にピッチャーとして
活動して参りました。それから社会人になってからも色々なチームで野球を続けてやって来ました。沖縄公庫野球部を始めとする転
勤先で所属したチームなどを後ほどお話しさせて頂きます。まず、中学校時代の一番の思い出は、何と言っても先輩方から受けたケ
ツバットです。「やれ挨拶がなかった」「敬語が出来ていない」「声が小さい」「元気がない」「ボールを拭いていない」「練習用
ボールが1個足りない」とか理由は何でもありでした。それこそ先輩やキャプテンの気分次第でして、片付け終了したら部室にへ集合
という言葉が発せられると、それはもう恐怖のケツバットの宣告でした。今ではとても考えられない事ですが、そのケツバットの恐
怖と戦いながら、それに打ち勝って野球を続けて来た事で、我慢強さや根性が身についたと思います。高校時代になると硬式野球に
なって、我々球児にとっては憧れの硬式野球という事になります。僕が高校2年の時、当時の甲子園では赤嶺賢勇投手が豊見城旋風を
巻き起こしベスト8になって沖縄中が沸き起こった状態を多くの方が記憶されていると思います。この甲子園の2週間後に第3回夏季
新人野球大会が開催のされました。その時の豊見城はチームを編成したばかりで、十分にメンバーが固まっていないこともあり決勝
戦に進むことなく、私共読谷高校が優勝しました。実はこの大会以降読谷高校は優勝したことはありません。従いまして、今のとこ
ろ私は最後の優勝投手と言われています。しかし直後の秋の新人大会では1回戦で敗退して、甲子園どころか九州大会にも出場出来な
い始末でした。新聞の戦力評価では「強いのか弱いのかわかりかねるチーム」と評価されたことを記憶しております。続きまして大
学野球について、琉球大学野球部は非常に弱いチームというイメージがあって、僕自身あまり魅力がないということで野球部に入る
気はありませんでした。ある日たまたま練習を見ていると、素晴らしいプレイヤーがいるな、いい選手が何名かいるなと気づき、練
習風景をジーと見いている時に、俺まだ野球をやりたいんだと、気づいたら野球部にいたという事です。琉球大学の野球部メンバー
の中には高校野球で活躍した人が何名かいましたが、圧倒的に練習量が足りなくて、県内の3大学野球（沖縄国際大学、沖縄大学、琉
球大学）のリーグ戦では常に第3位でした。こうした中で、大学4年の時の九州地区大学野球選手権に出場し、1回戦ではピッチャー
ライナーが私の顔面に当たるというアクシデントがありましたが、何とか勝ちをおさめて、翌日の2回戦では、9イニングを投げて、
打者27名、1安打で完封勝利し決勝戦に駒を進めたというものでした。普通27名でゲーム終了というのは完全試合ではと思うんです
けど、ランナーが一人出て1安打完封という事で、1点も取られてないが、ノーヒット、ノーランでもない完全試合でもないという
27名試合は非常に珍しい記録です。連戦だったので、さすがに3回戦は疲れており、力尽きて準優勝で終わりましたが、自分自身に
としては大変満足のいく内容、結果だったと思っております。僕が社会人になって沖縄公庫野球部に入った頃は、高校野球を経験し
た方々、大変素晴らしい先輩方が何名もおりました。ロータリーにおりました吉田さん、伊禮さんもそれぞれ普天間高校、コザ高校
の選手です。当時公庫は那覇地区職域野球大会に出場しておりました。その組合せは平日に組まれるので、勤務時間中は外出許可を
出して試合に挑みました。試合に勝って帰ると、先輩方が喜んでカンパしてくれました。そのカンパを持って夕方から近くの居酒屋
で祝杯をあげるという非常に楽しい日々でした。当時の私の最高の成績はベスト4でした。確か4勝か5勝だったと思います。公庫の
野球で重要なイベントがあります。毎年9月に「10公庫野球大会」が東京で開催されます。10公庫というのは、当時の住宅金融公
庫、中小企業金融公庫、農林漁業金融公庫とか沖縄公庫を含めての10公庫です。それぞれの機関の代表が集まって野球大会が行われ
るのですが、私は24年連続出場させて頂きました。こうして長い間沖縄公庫のエースとして頑張って来ましたが、東京6大学軟式野
球でベスト8に選ばれたことのある早稲田大学を卒業したピッチャーのナカムラタイヨウ君が当公庫に入庫して参りました。となると
私の役割は終わりとなり事実上野球部を引退致しました。次に東京バローズついて、これは東京本部に転勤しましたＳ63年から通算
して7年間在籍したチームです。チーム名のバローズは「バカヤロウ」「バーロー」から来ているそうです。とにかく個性的なメン
バーが多く、とにかく三度の飯より野球が好き、そういう地で行くようなメンバー達です。神宮外苑野球場で開催されます、神宮外
苑リーグに27チームが年間を通して総当たり戦は私が入った頃で10年以上続いているという事でした。バローズは私が東京から
帰った翌年に優勝したと聞いております。非常に伝統と格式あるリーグ戦にやらして頂いたという事です。次にポパイベースボール
クラブについて、これは現在所属していますチームです。メンバーは読谷高校OBを中心にＳ34年生から39年生で構成されたチーム
で、チーム結成から40年近くになる非常に歴史のあるチームです。今年から還暦野球にも出場する事になっています。という事で、
少し還暦野球について少しお話ししたいと思います。還暦野球のルールは毎年更新されますが今年は、参加資格：S37年4月1日以前
に生まれた者によって構成されたチーム。ピッチャーとキャッチャーとの間の距離は16.3m、塁間は25m、それから安全に配慮して
金属製スパイクの着用禁止となっており、それ以外はすべて一般の軟式野球ルールい基づいています。さて、沖縄の還暦野球大会で
すが、沖縄県還暦軟式野球協議会という組織があり、年2回開催しております。参加チームはH16年の第1回大会では僅か5チームで
したが、今年の第33回大会では45チームが参加しており、この7年間で9倍に膨れ上がったという事です。九州還暦野球大会は、各
県代表の18チームで戦います。私の属するポパイは長崎代表と対戦し、10泰6で勝利しました。続く第2試合では、鹿児島チーム薩
摩スターズに3対10という大差で敗退しました。最後になりますが、ここまで「僕と野球」と題して話してきましたが、中学から大
学までは公式戦での一勝を目指して、苦しい練習を通して野球の技術と合わせて忍耐力、協調性、チームワークの大切さなどを学ん
で来ました。社会人になってからは色々な人との出会い、飲みにケーションなど楽しみが加わった事で私は野球を続ける事が出来た
と思っています。

■天 宏幸会員卓話　「僕と野球」


