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2017年8月10日(木）第854回

3階｢安芸の間」

会長時間

「ミスターバスケット

佐古賢一氏との出会い」

（株）タカトープリントメディア

代表取締役 西 明生 様

(広島ドランゴンフライズ前ゼネラルマネージャー)

お客様ようこそ、ごゆっくりお過ごしいただき

たいと思います。

さて、先週はカープ観戦お疲れ様でした。勝っ

てマジック点灯のはずが、4対3で敗れはしました

が、現在も独走態勢で広島に賑わいをもたらして

くれています。応援する側としては競り合いの方

が、わくわくして楽しいかもしれませんが、とに

かく日本一になって貰いたいと思い応援したいで

す。

実は先週、崇徳高校の校長先生と話をする機会

がございまして、出来る事ならば、共同事業を考

えたいと意見が一致しました。学校側も積極的で

すので、若い生徒たちに何か一つでも学んで貰え

るよう、充実した事業内容で一緒に活動すること

が出来ればと考えています。皆さんのご意見をお

聞かせいただきたいと思います。

また、今月は会員増強月間ではございますが、

皆さんのご協力をお願いいたします。ただ早い内

であればありがたいのですが、もし年明け以降に

候補者が居られましたら、出来れば新年度（20周

年）に新規加入となれば有りがたいと思っており

ますので、ご理解の上よろしくお願いいたしま

す。

西さんは広島に誕生したプロバスケットボール

チーム「ドラゴンフライズ」のゼネラルマネージ

ャーを務められ、このほど退任されました。チー

ムを引っ張ったヘッドコーチはバスケットボール

界では知らない人はいない佐古賢一氏、その佐古

氏の就任に至るまでのエピソード、佐古氏から学

んだことなどを話されました。

西さんは千田小から国泰寺中学、広島商業へ進

み、大学は日大へ。トヨタ自動車に就職、ご本人

は辞めたくなかったのだが、長男という事もあ

り、家業の印刷会社「タカトープリントメディ

ア」の社長についておられます。

私の家は両親とも忙しく、所謂塾に行かされま

したが、勉強の方ではなく運動系でした。最初は

剣道でした。ここで「礼に始まり、礼に終わる」

ということを仕込まれました。その後フジタドル

フィンクラブで水泳を習いました。バスケットは

中学からで、大学では部員250人の中で中々レギ

ュラーにはなれませんでしたが、ムードメーカー

として存在感を示していました。

話は4年前です。ある方から「広島にプロバス

ケットボールチームを作りたい、ついては協力し

てくれないか」と。私は最初反対したのですが、

お手伝いだけは…ということになり、当初チーム

の事務所がないため私の会社の会議室をお貸しし

たところ、結局、副社長も引き受けることになり

ました。

「チームはどうやって作るん？」という本当に

初歩的なことから始まりました。「それは出来れ

ば著名な監督を連れて来ることでしょう。普通、

ちょっとした選手は東京、大阪などの強豪チーム

に入りたがりますから…」。私には2年前に現役

を退いた佐古賢一が頭にありました。彼は全日本



で14回優勝、日本代表にも8回選ばれている超エ

リートです。

私は是非広島のヘッドコーチに3年間で良いか

ら就いてくれ、その後はＪＡＰＡＮのヘッドコー

チとして東京へ帰ればいいではないか…、と口説

きました。

私と佐古との出会いは弟を通じてです。8歳下

の弟もバスケットをしていて、高校は福井の名門

北陸高校に行きました。弟から私のことを聞いた

高校の監督が「教えに来てくれないか」とのオフ

ァーがあり、仕事の合間を縫って行くようになり

ました。そこで佐古に出会ったのです。

北陸も強かったのですが、どうしても秋田の能

代工に勝てないという事もあり、助っ人を買って

出たのです。最初練習を見たときから佐古は“上

手過ぎ”ました。その日、夜食事を奢ってやるこ

とになり、何が食べたいか？と聞くと「かつ丼」

という事になりました。他の選手は先に店に行っ

ていました。弟と私が店に着いた時、弟が「お兄

ちゃん、中に入って怒らないという約束をしてく

れ」というので「分かった」といことで中に入る

と、漫画本を読んでるわ、足を投げ出したり…ひ

どい態度でした、これはなんだ！と思いましたが

弟との約束ですのでぐっと我慢して食事を御馳走

しました。

翌日、集合時間になってもダラダラやって来ま

すし、先輩に挨拶もしません。そこでわたしは

「こんなことでは金メダルは取れん」と一喝。靴

揃え、整列、先輩への挨拶など礼儀を叩き込みま

した。

兵庫であったインターハイ決勝は能代と大接戦

の末、勝ちました。初優勝！選手みんな大喜びで

抱き合ったりしていましたが、佐古だけがメンバ

ーに声を掛け、整列させて、最後の挨拶をしまし

た。

これを見て「この男は日本一の選手になる」と

まさに「惚れました」、上背は余りなく、私と同

じポジション、弟の親友という事もあり…。

その弟は選手としての限界を感じて、アメリカ

にわたり「コーチを学ぶ」という志を持っていま

したが、19歳半ば、癌を発症、21歳の若さで亡く

なりました。闘病中、佐古はじめ仲間が度々見舞

いに来てくれました。その間、佐古との間が先輩

後輩ではなく、私との間柄が「お兄ちゃん」にな

りました。

弟の夢が広島にプロチームを…というのもあり

ました。佐古はそのこともあり、家族を東京に残

して、三年間、私との約束を果たしてくれまし

た。本当に「おとこ気」のある奴です。

チームを立ち上げたとき、経営状況も厳しい

ことは彼もわかっており、そのために私が金をつ

ぎ込み自分会社の経営状況がおかしくならない

か、ということまで心配してくれて、「もしもの

時は監督の給料は要らないから」とまで言ってく

れました。

そして3年の約束が来て、彼は辞めました。私

も彼も涙しかありませんでした！

佐古さんと一緒にプレーできるならと、スカウ

ティングの中で多くの選手が言ってくれました。

それは彼の名声だけでなく、礼儀正しい彼の姿勢

に学ぶ、慕っていることの証左でもありました。

彼は今、全日本のアシスタントコーチに就いて

います。

本日のプログラム

8月10日(木) 第 854 回

「ミスターバスケット

佐古賢一氏との出会い」

（株）タカトープリントメディア

代表取締役 西 明生 様

(広島ドランゴンフライズ前ゼネラルマネージャー)

幹事報告

１.BOX配布物

・ガバナー月信・ロータリーの友を配布しており

ます。ご一読下さい。

・ロータリー財団確定申告用寄附金領収証を配布

しております。ご確認ください。



ニコニコ箱

☆広島陵北RC 南條 泰様

自クラブでのガバナー訪問例会を欠席し、本日

メーキャップです。入会以来初めてガバナー訪

問例会を欠席しました。申し訳なくニコニコと

します。

☆三宅 恭次会員

卓話ゲスト西様、タイトルから大変興味深い話

が聞けそうで、楽しみにしています。ドラゴン

フライズ発足時、千田町の会社に取材に伺った

ことを思い出します。

￥2,000 累計￥78,000

2017年8月24日(木）第855回

3階｢安芸の間」

会長時間

お客様ようこそ、ごゆっくりお過ごしいただき

たいと思います。

本日は、山本会員に少年サッカー大会について

お話をしていただきますが、3年前の災害後のボ

ランティア活動の一環として、開催されたそう

で、今年度は我がクラブとして協賛して大会を盛

り上げたいと考えています。また来年、20周年の

記念事業として主催出来れば少年たちや地域の活

性化の一助となるのではと期待していますので、

大会開催の経緯、運営方法等詳しく教えていただ

けるものと期待していますので、よろしくお願い

いたします。

また、大宮西RCが2013年3月に50周年を迎えま

したが、100名あまりの会員が42名にまで減少し

危機感を抱き、増強物語が始ったそうです。1人

が1人の増強、新会員からの紹介で3倍にする計画

を立てたそうです。30代～40代の若手経営者を積

極的に開拓、クリスマス例会、一泊旅行、新年例

会、各奉仕事業後の懇親会等、親睦を深めたそう

です。ゴルフ大会ではオブザーバーの参加も認め

それがきっかけで入会した人もいるようです。経

営の勉強とビジネスチャンスもアピールしたそう

です。4年で約3倍に膨れ上がったようで、「わい

わいロータリー塾」など、懇親と研修を実施して

いるようです。見習えるところは見習い、会員増

強に全員で取り組んでいきたいと思いますのでよ

ろしくお願いいたしまして、会長時間といたしま

す。

・職場訪問例会のご案内を配布しております。ご

出欠の回答は、回覧にてお願い致します。

２.例会変更

・広島東RC 「夏家族会」

と き：8月23日(水)18:30～ ※同日変更

ところ：ホテルグランヴィア広島

・広島南RC ｢新会員歓迎夜間例会｣

と き：8月25日(金)18:00～ ※同日変更

ところ：リーガロイヤルホテル広島

・広島陵北RC 「パートナー同伴夜間例会」

と き：8月30日(水)18:30～ ※同日変更

ところ：シェラトンホテル広島

３.休会のお知らせ

・8月14日(月)広島東南RC･広島中央RC･

広島廿日市RC

・8月15日(火)広島RC･広島西南RC･広島安芸RC

・8月16日(水)広島東RC･広島陵北RC

・8月17日(木)広島北RC･広島西RC

４.お知らせ

・地区大会本登録のご回答がまだの方は、回覧の

出欠リストにてお願い致します。

・次週8月17日(木)の例会は休会となっておりま

すので、お間違えのないようお願い致します。

・東広島RC 山名征三様より、東広島に開園され

た｢仙石庭園｣での筑前琵琶演奏会の招待状が届

いております。ご興味のある方は事務局までお

申し付けください。



本日のプログラム

幹事報告

8月24日(木) 第 855 回

「少年サッカー大会について」

山本 拓治 会員

１.BOX配布物

・7月分個人別出席一覧表･8月定例理事役員会の

議事録を配布しております。

２.例会変更

・広島安芸RC ｢新会員歓迎夜間例会｣

と き：9月5日(火)18:30～ ※同日変更

ところ：ホテルグランヴィア広島

３.お知らせ

・「国際平和のための世界経済人会議ミニフォー

ラム」の開催について

ニコニコ箱

会員記念日（8月）
☆パートナー誕生日おめでとうございます。

・大串 修二会員(大串 紀子様：13日)

☆入会月おめでとうございます。

・松岡 與吉会員(H19.8.2)

これからもよろしくお願いします。

￥10,000 累計￥88,000

「少年サッカー大会について」

山本 拓治 会員
2017年8月31日(木）第856回

3階｢安芸の間」

会長時間

皆さんこんにちは、今日は新入会員の大串さん

に卓話をお願いしていますが、仕事に趣味にと、

楽しみに聞かせて頂きますのでよろしくお願いい

たします。

また、河井会員が退会されると言うことで、こ

の後、ご挨拶いただきたいと思いますが、河井会

員は、平成11年11月入会、2002～2003年度会長、

平成25年3月に一度退会されましたが、その年の8

月に再入会され現在に至っていますが、RCの活動

だけではなく地元町内会のお世話もされ、勿論ご

子息夫婦の世話もされ、何かとお忙しくされてこ

られました。体調のこともあろうかと思います

が、これからは体調管理をされ、少しはゆっくり

され、元気でお過ごしいただきたいと思います。

また今後とも我がクラブに対して、ご支援いただ

きますようお願いいたします。

さて先週もお話と言うか卓話の中でお願いいた

しましたが、皆さんがたお一人が、一人の新入会

員候補者が居ないか常にアンテナを広げて頂きた

いと思います。会員増強月間最後のお願いをいた

しまして会長時間とさせていただきます。



「新入会員卓話」

大串 修二 会員

「わたしはかってメジャーデビューしたミュージ

シャンだった！」

私は弟の竜二と一卵性双生児で、今年46歳で

す。母方の家系は双子が多く、おじいさん、その

またおじいさんも双子だったそうです。広島中心

部、薬研堀で鉄板焼き・お好み焼きのお店を兄弟

で始めて10年になります。弟が焼き専門で、私が

どちらかというとホール担当ですが、本当によく

似ているので、皆さんいつも間違われます。その

ため町で全く知らない人から「竜ちゃん」と声を

掛けられたりします。そういう時は笑顔で返して

“なりすます”ことがあります。このことでお互

いの友達の輪が広がっていきました。

私たち自身も本当に仲が良く、休日には今でも

一緒に食事をしたりします。

我が家の家系は音楽系と飲食系があります。結

果、今日までその両方をやって来ました。私のお

じさんが広島ではトップトランぺッターでした。

高校卒業時に弟子入りをお願いしましたが、まず

譜面読みからやれということで南一誠さんのとこ

ろへ連れていかれ、付き人をしましたのが音楽の

道に入る最初でした。

私がベース、竜二がギターで「the oystars」

を結成、図らずもユニコーンの奥田民生さんに

「前座をやってくれ」と言われ、これで音楽をや

ることを決意し、これをチャンスにと東京を目指

しましたが、結果が出ず「コテンパン」にやられ

ました。最初ヤマハのコンテストに出ましたが、

事実上「どんけつ」、もうコンテストは止めてラ

イブでやっていこうと思っているところに、もう

一度コンテストに出ないかとオファーがあり、

「これがだめなら辞めよう」と思って臨んだとこ

ろ、ポニーキャニオンからメジャーデビューが決

まり本格的に上京したのが1996年11月。そして4

枚目のシングルがダブルタイアップといわれるも

ので「なんか幸せ」、これはフジテレビのアニメ

「烈火の炎」の主題歌、それからＳＭＡＰの草彅

の味の素のＣＭでした。ところがもう5日後には

ＣＭが流れるという段階でジャニーズ事務所の代

表、ジャニー喜多川さんから「止めてくれ」との

横やりが入りました。その理由はジャニーズにも

バンドがある、それにやらせよ、ということだっ

たそうです。結果、契約は全て解除になりまし

た。この時ほど音楽業界の怖さを知ったことはあ

りません。結局デビューして10年で活動を休止し

ました。

親の影響もあり、広島で飲食業をやろうと始め

て今年でこれも10年になります。

オープンキッチンの鉄板焼きはお客さんの目の

前で作るので、バンドのライブに通じるところも

あると思います。

音楽関係で繋がった関係は決して無駄ではな

く、今でもいろいろなミュージシャンが広島へ来

たら店に寄ってくださっています。小柳ルミ子さ

んにはコンサートの打ち上げで来ていただきまし

た。近々、ＢＳフジの「美しき酒飲みたち」の取

材も入ります。

母親にロータリークラブに入ると言ったら「最

上級の人たちが入っているクラブよ」といわれま

した。まだまだ若輩者ですが、顔と名前を憶えて

頂き、いろいろな繋がりを作っていければと思っ

ております。

大串会員の卓話の前に、8月をもって、体調不

良のため退会される河井宏雄さんの退会挨拶があ

りました。

誤嚥性、嚥下肺炎を発症されたということで、

体力の衰えもあり、上手く声を出すことが出来な

いと断わりをされた上で、メモを見ながら19年間

の安佐ＲＣの思い出を話されました。

ご自身の会長時代のこと、韓国「ナザレ園」へ

の支援・交流、昨年まで17年間続いた女性剣士親

善剣道交流大会についてはご子息の克行衆議院議

員が当時の橋本龍太郎首相（自らも６段剣士）に

お願いして、カップの寄贈を受けたことなど、一

緒に活動した会員の名前を上げながら語られまし

た。

そして、安佐ＲＣを退いた後も、ロータリーの

奉仕の精神で地域活動をおこないたい、安佐ＲＣ

とも何らかの形で関係を続けられればいい、と挨

拶を結ばれました。



本日のプログラム

幹事報告

8月31日(木) 第 856 回 ニコニコ箱

「新入会員卓話」

大串 修二 会員

１.BOX配布物

・ガバナー補佐参加のクラブ協議会・ガバナー参

加のクラブフォーラムのご案内を配布しており

ます。理事・委員長を始め、入会3年未満の方

はご参加下さい。出欠の回答は回覧にてお願い

致します。また、各理事・委員長の方には本年

度事業計画の方針及び現況について報告してい

ただくことになっております。当日欠席される

場合は、必ずご自身で代理を立てて頂き、報告

ができますように手配をお願い致します。

・本日の卓話の資料を配布しておりますので、ご

確認ください。

２.例会変更

・広島西南RC ｢創立31周年記念夜間例会｣

と き：9月9日(土)18:30～※9月12日の変更

ところ：ＡＮＡクラウンプラザホテル

・広島中央RC ｢広島中央ﾛｰﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞﾁｬｰﾀｰﾅｲﾄ｣

と き：9月10日(日)11:00～※9月11日の変更

ところ：リーガロイヤルホテル広島4階

・広島廿日市RC ｢職場訪問例会｣

と き：9月11日(月)12:30～※同日変更

ところ：石内ペノン(河内正晴会員の事業所)

・広島陵北RC ｢創立27周年記念夜間例会｣

と き：9月13日(水)18:30～※同日変更

ところ：リーガロイヤルホテル広島

・広島西RC ｢夜間例会並びに会員懇親会｣

と き：9月14日(木)18:00～※同日変更

ところ：ＡＮＡクラウンプラザホテル広島

３.お知らせ

・9月14日の例会は造幣局への職場訪問例会とな

っております。現地駐車場が4台と限られてい

るため、リーガロイヤルホテル広島1階に集合

し、乗り合わせで現地へ向かいます。12:30に

は出発しますので、遅れのないようお願い致し

ます。

☆八條 範彦会員

河井会員、永年ご苦労様でした。大串会員、卓

話よろしくお願い致します。

会員記念日（8月）
☆創業日おめでとうございます。

河井 宏雄会員(社会福祉法人清風会 H8.7.25)

☆入会月おめでとうございます。

河井 宏雄会員(H25.8.8)

￥11,000 累計￥99,000

崇徳学園ＩＡＣ募金

８月分
石丸 博昭･松岡 與吉･奥芝 隆

岡本 忠文･谷 勝美･青木 幹丸

合計 6,000円

総合計 11,000円


