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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 29日（金）Ｎo 5 

 

例 会 第１４６７回： 通常例会/小杉苑 

ソング 我らの生業、若者たち ：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。 

本日の例会、会場が８テーブルで久しぶりに藤枝

南クラブの例会に帰ってきた気分です。しかも、

一月に５回目の例会出席は初めてです。入会２５

年目の松浦年度に、コロナにより”偽装１００％

出席”をもらい、前年度の竹田年度も引き続き 

”１００％”を頂けるそうです。今年度は、クラ

ッシクロータリー三原則の、職業奉仕、親睦重視、

出席重視で、私の３年連続１００％出席を実現し

ます。 

さて、先程ＴＶで高校野球の静岡地区決勝戦が行

われていました。 

秋の覇者日大三島高校が地元静清高校に８対１

で勝っていました。多分、優勝でしょう。ベスト

４は、日大三島、聖隷クリストファー、静清高校

と３校が私学、公立は県立掛川西高校が一校と頑

張りました。公立高校には、「越境入学」という壁

があります。私学が「野球強豪校」を目指し県外

から選手をスカウトするのとは対照的に、公立高

校は保護者が県内に在住していなければ入学で

きません。 

 

それ以前は、生徒がその市町村に在住しているこ

とと、さらに壁があり、有力選手は、中３の２学

期に地元中学校に編入しました。 

高校野球は、地元応援スポーツであると思ってい

ますので、クラッシクスタイルに戻し、球児を地

元出身にこだわったチーム作りに励んでほしい

と願っています。 

 

■ 出 席 報 告           阿井誠君 

本日のホームクラブ 

出席者 
前回の補正出席者 

34／49 69.38％ 41／49 83.67％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○池ヶ谷君○稲葉君○内山君〇漆畑君〇江﨑君 

○川口君○桑原君○佐野芳君○杉浦君○中村君

○古川君○村松君○山田君○渡辺哲君 

佐野博君 

(２)メークアップ者  

中山恵喜君（藤枝） 望月誠君（藤枝） 

山田壽久君（藤枝） 
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■ 会 員 卓 話                  

平原望君 

まだまだ終わ

りの見えない

コロナ禍にお

いて、コロナ禍

が影響して私

の行動パター

ンや生活スタ

イルに生じた

変化についてお話しさせて頂きます。 

私の思想・信念・行動の基準となる所謂座右の銘

はいくつかあります。 

現在最も大切にしている座右の銘は“幸福は、そ

の人が真に仕事をする処に在る”という言葉です。 

これは、古代ローマ帝国第１６代皇帝マルクス・

アウレリウス・アントニヌスの名言です。私が行

動したり仕事をする時は、常にこの言葉を基準に

置きたいと思っています。 

そしてこの言葉と出会うもっと前から、私の人生

の大半に影響を及ぼしている言葉が“継続は力な

り”です。 

私は、自らの思考や行動に関してパターン・ルー

ティンを作り上げるとそれを継続し続けること

を良しとするタイプの人間です。 

みなさんも生活におけるルーティンはいくつか

お持ちであると思いますが、例えば私は、毎朝 

軽いストレッチとスクワット行い、帰宅後は腹

筋・背筋といった自宅でも行える筋トレを毎日行

います。 

これを毎日、かれこれ約３０年間続けております。 

私はコロナ前、週末は殆ど自宅にはおりませんで

した。 

妻は週末、仕事をしておりましたので不在で、一

人息子も高校生の時からずっと県外にいる為、一

人自宅にいても仕方ないので、フラフラと出掛け

ることが多かったです。 

食べ飲み歩きは大好きですし、電車・飛行機・船

に乗って移動するのも大好きですので、県内外い

ろんな所への小旅行を楽しんでおりました。 

そんな時にコロナ禍が振り掛かります。外出、ま

して旅行など非情に厳しい状況に追い込まれま

す。 

私の大好きな週末のルーティンは、強烈なコロナ

禍という圧力に屈し、変更を余儀なくされます。 

こうして私は、大好きな週末のルーティンを今ま

で殆ど居なかった自宅で執り行うこととなりま

した。 

居なかった私がずっと居るようになるのですか

ら、妻もチョット、いや相当に気を遣います。 

極力 迷惑を掛けたくないので、予め妻に相談し

ていくつか了解を得ました。 

自分の食事は全部自分で用意するので、片付けの

際には食洗器をフル稼働させてもらうこととか、

日中にお風呂にゆっくりと入らせてもらうこと

などの了解を得ました。 

こうして私は、今迄外で行っていた大好きな週末

ルーティンの真似事を自宅でできるようになり

ました。“週末家庭内独立”の権利を手に入れまし

た。 

“家庭内別居”では、敵対的な意味が大きいです

から、友好的な我が家では“家庭内独立”です。 

週末になりますと、朝起きて朝のルーティンを行

い、観葉植物の世話を終えると静岡市内にある両

親の墓参りに行きます。その後 KO マートもしく

は静鉄ストアーに寄って食材・つまみを買い込み

ます。勿論 必殺技のウーバーイーツも絡めます。 

因みにお酒は、小島さんの酒やビック青葉町店で

調達済みです。 

帰宅後、お酒とつまみの準備をしてお風呂に入り

ます。音楽を聴きながら、小１時間くらいゆっく

りと入るのが理想です。 

風呂上がりにキンキンに冷えたビールを先ず１

本飲み、つまみを仕上げたら本格的なお楽しみタ

イムのスタートです。お昼頃から飲んでおります。 

大好きなスポーツは、オンタイム・録画問わず片

っ端から観戦して、録画した TV 番組や映画もた

っぷりと鑑賞します。乗れなくなった電車・飛行

機・船は旅番組を視ることで乗った気になって代

用します。 

地上波、BS、CSそしてアマゾンプライムやネット

フリックスといった動画配信サービスまで含め

ると、本当に番組が多岐にわたり豊富で、大変あ

りがたいです。 

勿論、実際に行って楽しむのと比べると物足りな

さは否めませんが、これはこれでそれなりには楽

しめます。お酒も十分に進みます 

スポーツ観戦と言えば、みなさんよくご存じで私

ごときが申し上げることではないと思いますが、

大谷翔平選手は本当に素晴らしいです。 

終わりの見えないコロナ禍、そしてロシアのウク

ライナ侵攻等不安定な世界情勢の中にあって、日

本人の若者が数少ない明るくポジティブなニュ
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ースを世界中に発信し続けている姿は、日本人と

して本当に誇らしい限りです。 

それに引き換え・・・ 

野球素人の私が言うのも何なのですが、酷過ぎま

す。 

先ずは大谷選手の所属するロサンゼルス・エンゼ

ルス。 

全くダメです。大谷選手が一人で投げて、打って、

走っています。大谷選手しかいません。 

冗談抜きで、実際に例えば、６月３０日のホワイ

トソックス戦に大谷選手が先発して勝利した後、

エンゼルスは９連敗します。そして再び大谷選手

が７月１４日のアストロズ戦に先発して勝利し、

チームの連敗をストップさせます。それ以降も大

谷選手が投げない試合は再び連敗を続けており

ます。しかも大谷投手先発の試合では必ず打者大

谷選手が勝利に貢献するタイムリーヒットを打

っています。大谷選手が一人でチームを勝たせて

います。 

エンゼルスはシーズン前半のそこそこの勢いも

今は見る影も無く、大谷選手がチームに期待して

いたポストシーズン進出も絶望的となっており

ます。 

大谷選手のチーム愛も理解できますが、来季終了

時のフリーエージェント権取得を待たずに、今さ

さやかれているトレードによって、本当に勝てる

チームに移籍した方が良いのではないかと思い

ます。いずれにしても年俸５０億円越えの予想、

凄過ぎます！！ 

メジャーリーグ酷過ぎるもう一つは、審判特に球

審です。 

ストライク・ボールの判定がメチャクチャなケー

スが多いと思います。 

特に、大谷選手が打つ時には明らかなボール球が

ストライク判定されたり、逆に大谷投手が投げる

ときにはど真ん中の１６０キロストライクがボ

ール判定されたり。 

やっかまれているのでしょうか？！ 

日本のプロ野球においても、勿論 誤審はありま

すが、メジャーリーグの球審に比べると正確性は

全然上だと思います。メジャー投手の投球は“手

元で動く”球が多いと言われますが、それは言い

訳にはなりません。 

こういった状況を受けてだと思いますが、２０２

４年シーズンからメジャーリーグでは、ロボット

球審の導入が予定されております。是非ともそう

していただきたいです。 

いずれにしましても、私達日本人に、そして世界

中に夢と希望を与えてくれる大谷翔平選手の今

後の更なる活躍に期待が膨れ上がります。 

コロナ禍にいて屋内で時間を過ごすことが多く

なると、インターネット検索を行ったり、動画配

信サービスや電子書籍を利用したり、ウーバーイ

ーツ等の配食サービスを利用したりと、パソコン

やスマートフォンを使う時間が増えました。 

そのことが影響しているのかどうか定かではな

いですが、最近やたらと身に覚えのない関係先か

らのメール、所謂迷惑メールが急増しているよう

に思えます。 

みなさんはいかがでしょうか？ 

酷い日には、一日に受信するメールの９割が迷惑

メールだったりしていると思います。 

迷惑メールをやたらと開くと、情報を取られてフ

ィッシング詐欺に遭ったり、コンピューターウィ

ルスを仕込まれたりする可能性があるので開け

ません。 

ただ最近は相手方も巧妙になってきて、頻繁に利

用しているアマゾンからのメールを装うのです

が Amazon の字体が微妙に違ったり、取引先であ

る静岡銀行や VISA カードのメールアドレスの大

文字小文字が微妙に違ったりと、ほとんど判らな

いようなトラップを仕掛けて送信してくる為 

余程間違いないメール以外は開けなくなってお

ります。 

本当に重要な内容のメールも見落としてしまう

のでは不安が募ります。 

先日、ぱっと見で横文字が多くてこれはいかがわ

しいメールだと思ったメールが、実は RI ロータ

リーインターナショナルからのメールだったり

したこともあります。本当に混乱します。 

でもやはり、中でもダントツにいかがわしいのが

プロのハッカーを名乗る人物から届く【重要なお

知らせ】といったタイトルのメールです・・・ 

みなさんはいかがでしょうか？ 

みなさんはどうされていますでしょうか？ 

確かに今回のコロナ禍は、感染症の拡大であり感

染された方 更には亡くなった方も多く、世界中

に経済的混乱も招いたりと、“災い”でしかないと

思います。 

ただ、多少でもポジティブな捉え方をするとすれ

ば、余り深い検証もせずに、当たり前の様に続け

てきた考え方・行動・生活習慣等が、本当に正し

かったのか、必要だったのか、合理的だったのか

ということを、ちょっと立ち止まって再検証する
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非常に良いきっかけになったのではないかとも

思います。 

私自身もこれを機に、“継続は力なり”を少し見直

してみたいと思います。 

でも、そろそろ本格的に気ままな外出を再開した

いです！！！ 

 

 

中山恵喜君 

 竹田会長年度

では、例会運営親

睦委員会を担当

させていただき

ました。皆様には、

一言や卓話のご

協力をいただき、

ありがとうござ

いました。 

昨年度は弁当配布が２０回、藤枝 RC の周年も

入れますと２１回の配布となります。弁当配布担

当といった感は否めませんでした。毎回配布が 

１１：３０から１２：３０と設定しておりました

が、早い方で１１：１５頃、遅い方で１２：３０

頃でした。早い方は稲葉さん・髙杉さんで、朝の

お勤めがあったりと一日のスタートが早く、忙し

くお過ごしなのかなと毎回の配布を通じてうか

がい知ることができました。 

 わたくし事ですが、９月１日から今の中堅どこ

ろの代理店から、最大手の代理店に移籍いたしま

す。また同時に FP 事務所を開設いたしまして、

保険業務と相談業務をそれぞれ分離して励んで

参ります。 

 生保業界では最近、組織ぐるみで節税を強調し

て保険を募集したとして、当局から「業務改善命

令」が出された会社がございます。また損保業界

ではこの１０月１日からの火災保険の改訂（保険

料の値上げ・長期５年・修理義務・免責金額の設

定）など、ご契約者の皆様には厳しい内容となっ

ております。 

 ここ２年理事会に出る機会を得ましたが、一昨

年度では３０周年の記念 DVD 作成の折、若林先

生・飯田さんのところに収蔵されている過去のク

ラブ資料を拝借して、自宅で精査したことがござ

います。３０年間の歴史が詰まっていますが、当

時の熱量がそのまま伝わってくる貴重なものも

多くございます。これから先に進む中で、役に立

つことも満載です。若林歯科医院と株式会社飯田

電機の門を叩けば（チャイムを鳴らせば）、いつで

も閲覧させていただけると思います。是非！ 

 

 

 

 

 

 

■ 今週の一言        飯田敏之君 

化粧品の匂いとお線香の匂いが好きです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(担当／杉山君) 

例会日 クラブ行事 摘要 

8/5(金) 

第 1468 回 
会員卓話 理事会 

8/19(金)  

第 1469回 
会員増強委員会 小杉苑 

8/26(金) 

第 1470回 
納涼夜間例会 小杉苑 

9/2（金) 

第 1471回 
外部卓話 理事会 


