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国際ロータリー第 2620地区  藤枝南ロータリークラブ会報  2022年 7月 8日（金）Ｎo.2 

 

例 会 第１４６４回： 通常例会/小杉苑 

ソング 我等の生業、たなばたさま ：ソングリーダー 小嶋英公君 

■ 会 長 挨 拶          樽󠄀井勉君 

こんにちは。 

２回目の挨拶です。 

今日は、３０℃を下回っていますが、今年も暑

い暑い夏です。 

明日から、暑い夏の全国高校野球選手権静岡大

会が始まります。２年後の２０２４年に、高校

野球に金属バットが採用されて５０年が経ちま

す。高校野球、大学野球、社会人野球、プロ野

球、この中で、高校野球だけが金属バットを使

用しています。金属バットは、昭和４９年、１

９７４年に使用されました。巨人軍の原監督が

高 校１年で甲子園にデビューした年です。昭和

４８年のオイルショックでの物価上 昇で、折れ

ないバットでコスト削減を目的としての採用で

す。社会人野球も５年遅れて１９７９年から金

属バットを使用するようになりました。 

この頃には、素材が良くなり軽い高反発のバッ

トで、打球スピードが速く、遠く に飛ぶ便利な

道具となりました。しかし、身体ができた社会

人が金属バット振っての打球は、遠くに飛ぶこ

とは勿論の事、恐ろしく打球が早くなり怪我の

心配をする程です。 

その後、２００２年に金属バットを禁止にしま

した。現在、年代別での世界大会でも、使用バ

ットは木製バットに限定されます。台湾、韓国

は、高校野球も木製バットなので、世界大会で

活躍しています。金属バットでは、当たれば飛

んで行くので、技術力の向上には不向きです。

金属バットのおかげで、高校野球は「打高投

低」です。日本の高校生も、世界基準に合わ

せ、世界大会で活躍できるよう、金属バットを

止めて木製バットに戻しましょう。 

という「高校野球も、昔に戻せ」、クラッシック

高校野球の話でした。 

 

■ 出 席 報 告          桑原茂君 

本日のホームクラブ 

出席者 
前回の補正出席者 

41／49 83.67％ 41／49 83.67％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○阿井君○池ヶ谷君○伊藤彰君○川口君○杉浦君 

○古川君○渡辺哲君 佐野博君 

(２)メークアップ者  

阿井誠君（藤枝） 桑原茂君（藤枝） 

■ スマイル B O X        桑原茂君 

・山田壽久氏の「祝賀会」には多数のご参加 

ありがとうございました。皆さんからの会費 

の残余を「ニコニコ」とします。 

              呼びかけ人一同 

・ロータリークラブ記念旅行のお土産ありがと 

うございました。       早川清人君 
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・私と妻の誕生日祝いありがとうございました 

                早川清人君 

・結婚記念日ありがとうございました。 

 ２５年これからも仲良くいきたいと思いま 

 す。             中村博史君 

スマイル累計額  ６５，０００円 

■ 委 員 会 挨 拶               

加藤智之クラブ運営・親睦委員長 

本年度、クラブ運営・

親睦委員長を務めさ

せて頂きます加藤で

す。1年間宜しくお願

い致します。 

基本方針は、ロータ

リークラブというブ

ランドを強く感じれる様に真の交流を目的とし

て会員全体が笑顔になれるような例会設営を行

います。会長の目指すクラシックロータリー・エ

レガントロータリーの実現を目指します。 

・毎月第２週は、スマイル例会と命名して年齢を

超えた交流を行うために指定席で行います。 

・プレゼントは、貰ってうれしいもの。お得感が

あるものを意識して選定。パッケージまで拘りま

した。 

・今週の一言は、『私の好物』を１分以内でお願い

します。 

・会員卓話は、『今伝えたい事』を１例会２名ずつ

15分程度でお願いします。ソーシャルディスタン

に紛れ伝える機会を失った心の雄たけびを伝え

て頂く。 

・夜間例会は、年 4回（賀詞交換含む）アトラク

ションを無しでメンバー同士の会話・交流がメイ

ンになる様な設営を行います。 

・親睦旅行は、海外旅行を予定して楽しい旅行を

企画致します。 

 

杉山茂範公共イメージ向上委員長 

公共イメージ向上

委員会の委員長を

務めさせていただ

きます杉山茂範で

す。 

今年度も例年通り

会報誌を発行させ

ていただきます。例

会ではどんなことがあったのかと振り返ること

ができ、記録として残すことができるように心掛

けていきたいと考えています。と、同時に毎週皆

さんが楽しみに手に取り、目を通していただける

よう紙面になるよう工夫を凝らしていきたいと

考えています。とは言え、会報誌の生命はみなさ

んからの報告・レポートになりますので、例会終

了後の翌月曜日を目途に事務局まで原稿を送っ

ていただけますようご協力をお願いします。 

 また状況に応じて活動内容についてメディア

等情報発信ツールなどを活用して PR も検討して

いきたいと考えています。今年度は 2620 地区に

若林公共イメージ向上委員長を排出しておりま

すので、うまく連携しながら取り組んでいきたい

と思います。 

 最後になりますが、会員の皆様には「My Rotary」

の登録をお願いしたいと思います。My Rotaryで

は様々な情報が得られると同時に自らの情報発

信もすることができ、新たなネットワークの構築

ができるようです。会員であれば簡単に登録が可

能ですので、ぜひ登録いただけますようお願い致

します。 

 

佐野博己会員増強・維持委員長 

初めて南クラブの会員増強・維持委員会の委員

長を任命頂いた佐野博己（さのひろみ）と申し

ます。各団体の生命線である維持・増強は大切

なポジションと伺っております。 

樽井会長より拝命頂き光栄と共に緊張している

現在です。 

樽井会長からのお言葉に「藤枝南は皆が協力し

てくれるから気軽にやっていこう！無理のない

増強活動をして行こう！」とポンッと肩を叩い

て頂いたので大船に乗ったつもりで今期を全う

して行きたいと思います。 

さて、期首会員数４９名、前年度入会者１名、

退会者１名、今年度の純増目標は見極めての判

断をする。基本方針「会員の好感度、満足度を

アップを目指し会員維持に努める」としまし

た。増強よりも維持を中心に会員同士の輪を深

める事で堅実な増強へと繋がって行くと先輩方

のアドバイスを受けて増強して行きたいと思い

ます。 

事業計画として「魅力あるクラブに元気の良い

新風を吹かせ新会員研修を実施する。」 

兎に角、諸先輩方の意見を聞いて今年度１年間よ

ろしくお願い申し上げます。 
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渕脇一啓奉仕プロジェクト委員長 

ロータリーの目

的である、奉仕の

理念を実践する。

という今年度の基

本方針のもと、地

域の特性にあった

奉仕活動を通し

て、会員同士の絆

を深める事業を計画いたしました。 

職業奉仕小委員会  小委員長 杉浦 聡 

       職場訪問または講師例会 

社会奉仕小委員会  小委員長 鈴木 照竟 

    地区環境美化（合同海岸清掃）９月中旬 

国際奉仕小委員会  小委員長 大村 和宏 

       ポリオプラス（夜間例会に協賛） 

青少年奉仕小委員会 小委員長 平原 望 

  藤枝南ロータリーカップ協賛 １～２月 

 

佐野芳正財団・米山委員長 

■2022-2023 年度 

2620地区目標 

ロ－タリ－財団へ

の寄付と補助金の

積極的活用 

■ロータリー財団

の使命 

ロータリー財団の

使命は、ロータリー会員が、人びとの健康状態を

改善し、質の高い教育を提供し、環境保全に取り

組み、貧困をなくすことを通じて、世界理解、親

善、平和を構築できるよう支援することです。 

■藤枝南ＲＣの分担金 

支出合計 935 万円に対し、分担金は 306 万円 

33％ 

■藤枝南ＲＣから財団への寄付 

① ロータリー財団年次寄付年間 100ドル/会員 

ポール・ハリス・フェロー（合計 1000ドル以上） 

34人  準フェロー 15人  

② ベネファクター 15人（クラブの主な役員を

担当した時） 

1000 ドル以上を恒久基金に無条件寄付した人を

という。 

■活用 

① ロータリー財団地区補助金  

② グロ－バル補助金事業   

 

■ 今週の一言         鈴木寿幸君 

幹事の鈴木寿

幸です。 今週

の一言は、「私の

好物」というお

題なので、趣味

でも、食べ物で

も何度もいいの

で私のすきなも

のを書きだしてみました。 

お刺身、ビール、アイス、スイカ、サッカー、

スキー、ハイキング、ドライブ太陽、露天風呂、

サウナ、散歩、ストレッチ等、100 個書いてみま

した。 

書き出した好物を眺めて、気がついたことは、 

「体を動かすことが、好きなんだなと」わかりま

した。  

登山家の三浦雄一郎さんのように 80 歳でエベ

レスト登頂に成功し 90 歳になる現在でもスキー

を楽しめるように 90 歳で、スキーをしている自

分を夢をみて、小さな努力を続けていきたいと思

いました。 

皆さんもぜひ、暇つぶし程度に自分のすきなも

のを100個書きだしてみてはいかがでしょうか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例会日 クラブ行事 摘要 

7/15(金) 

第 1465 回 
会員卓話 小杉苑 

7/22(金)  

第 1466 回 
会員卓話 小杉苑 

7/29(金) 

第 1467 回 
会員卓話 小杉苑 

8/5（金) 

第 1468 回 
会員卓話 小杉苑 



  1464 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(担当／杉山君) 

山山田壽久氏受章記念祝賀会 


