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静岡ロータリークラブ

● 例 会日／毎週月曜日12：30〜13：30
● 会長／佐藤

● 例 会 場 ／グランディエール ブケトーカイ TE L. 273‑ 5225
長巳 ● 副会長／戸野谷 宏 ● 幹事／近藤 哲也 ・ 河野 誠 ● 副幹事／坂上 康 ・ 鈴木 礁

２０１８−２０１９

８月２０日

第3487回例会

静岡西RC・静岡北RC・静岡RC 3クラブ合同例会
ガバナー公式訪問

点

鐘

地区役員紹介

国際ロータリー第２６２０地区ガバナー

２０１８−１９

星野 喜忠様

国際ロータリー第２６２０地区
ガバナー 星野 喜忠様
ロータリーソング
ソングリーダー
川辺 哲君

２０１８−１９
国際ロータリー第２６２０地区
第３グループガバナー補佐
淺原 諒蔵様

２０１８−１９

にすいません）赤いおしっこがでるまでやるこ

国際ロータリー第２６２０地区

とが強くなることと洗脳されていた時代です。

地区幹事 小俣 理美様

現在はと言うと筋力トレーニングも科学的に
やってますが、それより成果が出る指導方法が、
楽しむという指導です。
「巨人の星」の星一徹

参加クラブ会長及び出席の報告
静岡西ＲＣ会長 北島 俊秀様

のような指導者はスポーツには向いていないの
です。皆様、おぼえているでしょうか？２０年

本日の言葉をロータリアンに

前の夏の甲子園１９９８年の夏の準決勝です。

投げかけます。
「大切な自分の

春夏連覇がかかる松坂大輔投手が投げる横浜高

時間、少し他の人のために使っ

校と高知の明徳義塾の準決勝です。横浜高校の

てみたら？」と思えば最高。

当時の監督は渡辺元智監督です。松坂投手は、

仲間を得、協力をしていただければ、どんなに

前日の準々決勝でＰＬ学園を相手に延長１７回

大変な大きな活動も成し遂げられることができ

を投げ抜いた翌日でしたので、投げられずに８

ると思っています。当クラブ４３周年目です。

回を終わって０−６で明徳義塾にリードされま

今後ともよろしくお願いいたします。

す。８回裏、横浜高校の攻撃前、円陣を組んで

静岡北ＲＣ会長 山崎 俊昌様

渡辺監督が選手に言いました。
「サインは出さ

祖父、父、私・息子と３代に

ない。お前たちは勝ち負けは考えずに思い切っ

わたりお世話になっている

て野球を楽しんで来い！」渡辺監督は、スポー

ロータリークラブの合同例会

ツ医学の最先端を勉強して指導に取り込んでい

は楽しみしていた例会です。

た指導者です。選手は、楽しんでこいと言われ

本日はお世話になります。

たので、筋肉もリラックスしてヘッドスピード
が１２０ｋｍ／ｈになり、バットに当たった球

ホストクラブ会長挨拶
静岡ＲＣ会長 佐藤 長巳君

は次々にヒットになり一挙に４点をいれまし
た。４−６になっても監督は何も言いません。

皆様、こんにちは。本日の例

９回裏になっても選手は楽しんでリラックスし

会は、星野ガバナーをお迎え

て自分なりに野球を楽しみました。ある選手は

しての静岡西クラブと静岡北

バントと見せかけて投手を疲れさせて四球で出

クラブとの合同例会です。さ

塁。テレビに沢山映るように盗塁と見せかけて

て、第１００回の夏の甲子園も明日が決勝戦で

何度も牽制球をなげさせる。選手たちは「見逃

す。高校野球をはじめスポーツの指導者は、ス

し」は、恥ずかしいからフルスイング。そのよ

ポーツ医学を学習して指導に応用しています。

うに選手が楽しんでやった結果、９回裏に２ア

その指導方法は、私たちの時代とは真逆です。

ウト満塁からサヨナラヒットで７−６と勝利

学生時代に運動部に所属していた方はわかると

し、決勝にすすみました。明徳義塾ナインはグ

思いますが、当時は ､ バテるから水を飲むな！

ラウンドに倒れ伏してしばらく立ち上がること

うさぎ跳び１００ｍ！カエル歩き追い越された

ができませんでした。決勝では京都成章（せい

らもう１周！がむしゃらにしごかれて（食事中

しょう）高校相手に、松坂投手が甲子園５９年

ぶりのノーヒットノーランを達成し、甲子園春

大きなクラブの協力を得ながら取り組んでいる

夏連覇を成し遂げたのです。優勝の裏には、渡

次第です。私の今年の地区目標のうち一番大事

辺監督の楽しむ野球があったのです。仕事も

なことは「新しいグループ体制」の定着させる

ロータリーも、しいては人生を楽しむことが本

ことだと考えております。グループの再編には

質ではないでしょうか。最後に、
「高校野球と

賛否両論がありましたが、これを機に新しい方

かけまして「スマートフォン」とときます。そ

に出会って頂き、新しいクラブに接していただ

の心は、どちらも「バッテリー」が命です。今

き、メイクアップもしていただき、そしてまた

週も、明るく、楽しく、お元気にお過ごしくだ

新しいことを共同で始めるというようなことを

さい。ありがとうございました。

考えて頂くような、そんな新しいグループの人
付き合いを開始して何かを得ていただきたい。

ガバナー講話

ロータリークラブの次の２０年３０年のために

国際ロータリー第２６２０地区 ガバナー

何をしていくべきかを考えていくべきです。ま

星野 喜忠様

た米山梅吉記念館は５０周年を迎えます。静岡
日本のロータリーは１９２０

のロータリークラブの皆様には多大なご援助を

年、 東 京 ロ ー タ リ ー ク ラ ブ

頂き心から感謝申し上げます。また、出来る

と発足して誕生し再来年で

限りのご協力をよろしくお願い申し上げます。

１００年を迎えます。１００

ロータリークラブとして「会員増強という課題

年を祝う記念として「鐘」を作成いたしまし

がつづいています。そのためにロータリーを理

た。この「鐘」は３４個作成し、全国３４地区

解し、リーダーシップを発揮できる潜在能力を

に配布いたしました。日本のロータリー１００

有する人材、そして今後を考えるために人材育

年の歴史の重みを感じながら、今般心して点鐘

成の機関をつくりたいと思っております。これ

いたしました。自己紹介いたしますと、私は

が新しい人材育成機関『Ｒｏｔａｒｙ Ｌｅａ

１９４５年山梨県大月生まれでございます。祖

ｄｅｒｓｈｉｐ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ』です。

父は静岡県島田の出身、父は藤枝の出身で静岡

以後この『ＲＬＩ』の活動をしっかり理解いた

県とは縁が深いと感じております。大月の実家

だきたいと思います。本年の地区大会は１０／

は江戸時代からある「星野家住宅」として国指

２７ ２８に甲府富士屋ホテルで開催いたしま

定の重要文化財となっております。実家は当時

す。是非参加をお願い申し上げます。その際に

から色んな商売をしておりました。
「穀物商」
「薬

『ＲＬＩ』先進地区のガバナーの講演とデモン

問屋「林業」
「酒屋」等・・。そして今は「納

ストレーションを予定しております。皆様のご

豆屋」を営んでおります。祖父が北大で納豆菌

理解をいただきたく存じます。これから一年間

を研究していた関係で、それを商売として山梨

お世話になります。どうぞよろしくお願いいた

県で初めて開業しました。私は大学卒業後サラ

します。

リーマンをし、５５歳で家業に入り実家を継い
点

でいる次第です。その後２００１年の大月ロー

鐘

タリークラブに入会し、その会員数１５名だっ

国際ロータリー第２６２０地区 ガバナー

た小さな会の者がガバナーを務めております。

星野 喜忠様

ローターアクト委員会に予算を移行する。
出

席

報

告

・メーキャップ対象事業としたい
メイク

改

定

月日

会員数 出席数 出席率 アップ 出席率

7/30

107（105）

74 名 70.34 ％

6 名 80.00 ％

8/6

108（106）

78 名 73.58 ％

−名

−％

8/20

108（106）

78 名 82.68 ％

−名

−％

今月平均

％

前月平均

％

メイクアップに努めましょう！

（承認）
⑤１０月１日夜間観月例会について 親睦委員長
藤田委員長より「観月会開催のお知らせ」に
基づき説明があった
・会員は参加費用は不要との修正があった。
（承認）
⑥卓話講師予定者についてプログラム委員長
伊藤プログラム委員長より９月３日の卓話

第２回 定例理事会議事録

は予定どうり望月将悟氏が行う。それ以降

⒈協議・審議事項

は大道芸ワールドカップ関係者等をあたっ

①８月２０日ガバナー公式訪問（西・北クラブ

ている旨の説明があった。

合同例会）について
近藤幹事より次第（案）に基づき説明があっ

⑦メークアップ対象事業について
静大付属特別支援学校秋祭り（承認）

た。

⑧入会・退会予定者について 会員増強委員長

・ガバナー・ガバナー補佐・地区幹事と各

⑨その他

クラブ会長のみ上座に着座
・各クラブごとにテーブルに分かれ着座
（承認）
②８月２７日夜間納涼例会について 親睦委員長

安本委員長より英和女学園インターアクト
設立に関して正式には９月または１０月の
職員会議にて正式決定する旨の説明があっ
た。

藤田委員長よりハワイアンを中心で開催す
る旨の説明があった。
（承認）
③９月１０日通常例会（会員増強アワー）につ

⒎今後のスケジュールについて
８月１１日㈯

いて 会員増強委員長
近藤幹事より例会の主旨説明があった。

ナー（グランシップ）
８月２０日㈪

・事前に「新会員候補者紹介のお願い」の

カイ）
８月２７日㈪ 夜間納涼例会（１８：００〜、

いて青少年委員長
安本委員長より案内文書及び内容の説明が

ガバナー公式訪問（西・北
クラブ合同例会）
（ブケトー

文書を配布し例会時に活用（承認）
④９月２２日静大付属特別支援学校秋祭りにつ

地区ロータリー財団セミ

ブケトーカイ）
９月

２日㈰

社会奉仕委員会・国際奉仕

あった。

委員会合同セミナー（富士

・静岡ＲＣのブースにはお絵かきおせんべ

レークホテル）

い・スーパーボールすくい・風船
・来年度からはローターアクトにて主催と
なるため、予算も青少年奉仕委員会から

９月

３日㈪ 通常例会

９月１０日㈪ 通常例会（会員増強アワー）

