
　今年の１月から監督に復帰して、毎日子供たちと大き
い声を出して、走り回っています。私は、野球を通じて
社会に出てもオーラのある、物おじしない男を育てたい
と考えています。
　私は、４歳から野球を始めて中学、高校、大学、社会
人の現役の後、監督という立場を含めて、57 年間野球
にかかわってきました。桐蔭では、30 年の監督生活で
637 人の生徒を育ててきました。その野球人生の中で
出会った男たちのエピソードを交えて紹介させていただ
きたいと思います。
　平塚出身と言えば、私が監督１年目に浜岳中学の志村亮
です。夏の県大会決勝、向上戦延長 14 回に１塁への牽制球
で優勝を手にしました。野球センスの鋭い、オーラのある左
腕でした。高校卒業後、慶応で大学野球でもリーグ戦、選
手権での優勝に貢献した。卒業の際にドラフト指名候補に
あがったが、プロへ進むことを選択せず、野球部の無い三
井不動産に就職し幻のドラフト１位と言われました。
　さて、40 年来の友であり、ライバルの中畑清（横浜
ベイスターズ監督）の話をします。

　彼とは、大学の全日本の背番号を取り合った思い出が
あります。ミスター長嶋に対する熱意は並々ならないも
のがあり、「恵三郎頼む。俺に３番を譲ってくれ」と言
い出すくらいでした。私は、譲って背番号６番を背負う
こととしました。当時は、４、５、６番を中畑、田尾、
土屋の打順でお互いに良い刺激になりました。中畑の凄
いところは、究極のプラス発想。マイナスのことがあっ
ても良い方に良い方に考え、いつのまにかプラスに変え
てしまう彼の天性を感じました。こんなエピソードがあ
ります。彼は、駒沢での同期に二宮、平田の三羽カラス
と称されていました。巨人は、篠塚を 1 位指名、清は 3
位指名され「高卒の人間に先に指名された」とがっかり
した反面、ファイトが増したといっていた。清は、当時
監督だった長嶋の存在などが後押しとなりプロ入りを決
意し、プロ志望で指名されなかった平田と二宮も一緒な
ら入団すると申し入れ、巨人もこれを受け入れた。清は、
自分の契約金を下げても二人を入団するように交渉した
のです。なかなかの彼ならではの男気なのでしょう。
　さて、続いては江川卓を挙げたいと思います。彼は、
法政で２年後輩です。入学時には体重 110 キロと投手
としては重量オーバー。これからが並みでないのは、減
量するためにひたすら走り込みそして、20 キロ減に成
功。彼の球筋は、ポップアップしてくるようなストレー
ト、切れの良いカーブの２つの球種を武器に活躍した。
当時スピードガンが無かったので、正確な球速は不明で
すが捕手のミットの皮ひもが１試合もたないくらいの速
球でした。また、夏でも冷たいものを飲まない。暖かい
お茶などで体を冷やさないなど、細かいところにまで気
を使っていました。そして、大学野球では記録を取りに
いかずに同期の投手に投げさせるなどの意外な一面を見
ました。その他にも松坂、桑田などには、甲子園でその
選手の素晴らしさ、オーラを感じました。
　最後に今日の私があるのは、桐蔭の木本先生という恩
師に出会い、野球のいろはを教えていただきその道で生
きる道筋を与えていただいたことに感謝をしております。
　結びに高校野球が始まって 100 年がたちます。今年
は、真紅の大優勝旗が久々に神奈川に来そうな予感がし
ています。神奈川からは、東海大相模が出場しますが、
ローテーションが組めるくらいの投手の層の厚さや門馬
監督は、昨年と違いベンチワークにブレがありません。
皆さんもぜひ東海大相模を応援いただき、神奈川の高校
野球を盛り上げていただければと関係者の一人としてお
願いいたします。
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＜出席報告＞

本日の卓話者ご紹介

 卓 話

本　日  8月  6日 会員数  59名 対象者  56名 出席者  44(41)名 出席率  74.58％
前々回  7月16日 会員数  58名 対象者  55名 出席者  47(46)名 出席率  83.93％ MUP  1名 計  48名 修正率  85.71％



　土　屋　恵三郎　様
◦生年月日：昭和 28 年 11 月 22 日。

◦桐蔭学園高校３年生で４番捕手、主将として、甲子園

に初出場、初優勝。この時の監督が、木本芳雄監督。

◦法政大学に進んで、３、４年と日米大学野球選手権に

出場して、活躍する。チームメイトには、中畑　清、

田尾　安志、二宮　至、平田　薫など。

◦法政大学卒業後、三菱自動車川崎を経て 1982 年秋に

母校である桐蔭学園高野球部監督に就任。監督就任以

降は 10 度甲子園出場へと導いた (春 5回、夏 5回 )。

◦一昨年 4月より、星槎グループスポーツ振興室長に就

任。昨年１月 1日付で、星槎国際湘南高校野球部の監

督に就任。

◦卒業生のプロ野球選手

　関川浩一（阪神）、高木大成（西武）、副島孔太（オリッ

クス）、高橋由伸（巨人）、G.G.佐藤 （千葉ロッテ）、浅井

良（阪神）、平野恵一（オリックス）、加賀美希昇（横浜

DeNA）鈴木大地（千葉ロッテ）、川相拓也（巨人）など

◦その他にも社会人、大学、高校野球のアマチュア野球

の指導者も多数。

＜委員会報告＞
◦スマイルボックス委員会　

14-15 年度委員長　飯塚和夫会員　
　６月のスマイル大賞を発表致します。

　◇柳川正人会員　６月７日末娘の結婚式です。これで
３人の子供が無事我が家から巣立ちま
す。幸せになってくれる事を願うばか
り。でも寂しい悔しい思いが強いです。
代官山でビービー泣いて来ます。

　＊うれし涙の柳川お父様にスマイル大賞です！

　◇鳥海衡一直前会長　本年度一年間理事役員の皆様、
会員の皆様には大変お世話になりま
した。有難うございました。

　＊一年間ご苦労様でした。また沢山のスマイルをして

頂きましたので感謝を込めてスマイル大賞です！

＜幹事報告＞
◎平塚南ロータリークラブ会員　島津　俊美様ご逝去さ
れました。（享年 84歳）

　謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
　通　夜　８／８（土）　18:00 より
　告別式　８／９（日）　10:00 より
　喪　主　明子様（妻）
　会　場　平塚斎場（平塚市田村）
◎平塚市児童生徒創意くふう展に今年も協賛致します。
　会　期：10 ／ 22（木）～ 24（土）
　会　場：馬入ふれあい公園　
　　　　　ひらつかアリーナ・エントランスホール
◎地区より８月の特別月間の名称変更のお知らせ
　変更前：「会員増強・拡大月間」
　新名称：「会員増強・新クラブ結成推進月間」
◎第３回地区青少年奉仕委員会／アクターズミーティン
グのご案内

　日　時：８／８（土）
　　　　　13:00 ～ 13:45　委員会
　　　　　14:00 ～ 17:00　アクターズミーティング　
　場　所：アイクロス湘南
　議　題：年次大会・海外研修について　他
　＊豊川地区青少年奉仕委員が出席します。

◎地区補助金説明会／補助金管理セミナー開催のご案内
　「補助金管理セミナー」　
　日　時：８／ 29（土）13:00 ～ 16:00
　＊原田社会奉仕委員長が出席します。
　「地区補助金説明会」　　
　日　時：９／ 19（土）14:00 ～ 17:00
　＊清水孝一会長エレクトが出席します。
　　どちらも会場は第一相澤ビル６F[ 会議室 ] です。
◎ 2012-13 年度 RI 会長　田中作治様より「日本一の紙
問屋をつくりあげた田中作次のチャレンジ人生」とい
う著書をいただきました。回覧しております。必要な
方は各自地区へご注文下さい。
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生年月日：昭和28年生まれ　61歳
出 身 地：神奈川県横浜市
趣　　味：硬式テニス、マラソン、
　　　　　ゴルフ、落語鑑賞
職　　歴：昭和51年４月　日本国有鉄道首都圏本部　入社
　　　　　昭和62年４月　東日本旅客鉄道㈱　入社
　　　　　　　 〃  　　　関連事業本部事業管理部　主席
　　　　　平成７年３月　東日本旅客鉄道㈱関連事業本部

係長
　　　　　平成16年４月　東日本旅客鉄道㈱横浜支社　

事業部　企画課長
　　　　　平成17年４月　東日本旅客鉄道㈱横浜支社　

藤沢駅長
　　　　　平成19年６月　東日本旅客鉄道㈱横浜支社　

監査室長
　　　　　平成23年６月　東日本旅客鉄道㈱　退職
　　　　　　　 〃  　　　湘南ステーションビル㈱　　

取締役小田原店長兼熱海店長
　　　　　平成25年４月　湘南ステーションビル㈱　　

取締役営業部長
　　　　　平成27年６月　湘南ステーションビル㈱　　

取締役平塚店長

＜メークアップ＞　　　　　　１名　桐本美智子　会員

＜本日のスマイル＞　　　　１９名

＜ゲスト＞　　　　　　　　　１名　
　　　　　　　　　　　　　　　土屋恵三郎（卓話者）

＜ビジター＞　　　　　　　　０名　　

＜卓話・行事予定＞
９月　３日（木）　平塚商工会議所青年部（平塚 YEG）
　　　　　　　　　　会長　佐野成良様
　　１０日（木）　ロータリーの友地区代表委員　
　　　　　　　　　　桐本美智子会員
　　１７日（木）　夜間例会　レーベン㈱代表取締役
　　　　　　　　　　吉野龍彦様（平塚湘南 RC 会長）
　　２４日（木）　行政書士・特別社会保険労務士　
　　　　　　　　　　佐藤出社会保険事業所
　　　　　　　　　　所長　佐

さ

藤
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＜市内例会変更＞　　　　　　現在ございません。

＜メークアップ＞

＜本日のスマイル＞

＜卓話・行事予定＞

＜市内例会変更＞

＜委員会報告＞

＜幹事報告＞

＜ゲ 　 ス 　 ト＞

＜ビ　ジ　タ　ー＞

卓話者プロフィール

新会員のご紹介

クラブ会報委員会　　◎西村裕子　　○北本省三　　柏手　茂　　粟野　裕　　葛西　敬　　藤田明嗣


