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◆奉仕の理想 【4 つのテスト 山口会員】
◆誕生祝い 【高橋会員 吉田会員】
◆結婚祝い 【吉田会員 浅沼会員】
◆委員会報告
◆クラブ協議会 【地区研修協議会の報告】

◎会長報告
スポーツの話で野球のお話をしたいと思います。そもそも野球の始まりは明治４年アメリ
カ人のウィルソンという人が今の東京大学の前身で教えたと言われています。明治１７年に
俳人の正岡子規が入学し、翌１８年に俳句を始め、１９年に野球に熱中しだし（ポジション
はキャッチャーでした）当時英語だった野球用語を日本語に翻訳しました。今でも子規が訳
した用語で残っているのが「ストレート」が「直球」、
「バッター」が「打者」、
「ランナー」が「走
者」、
「フォアボール」が「四球」、
「デッドボール」が「死球」などです。逆に使われなくなっ
長谷川

たのが「投者」（ピッチャー）「棒」（バット）「基」（ベース）などです。野球という符号を

会長

最初に使ったのが誰かと言いますと中馬庚という人の様です。野球部の部誌の執筆を依頼さ
れたのが始まりで、明治 27 年に初めて命名しました。その功績で野球の殿堂入りをしました。
しかし野球という言葉を考案したのは正岡子規の方が 4 年も早かったという事です。俳句の
雅号を「野球」と書いて「のぼる」自分の幼名にひっかけて使っていたようです。その功績
で平成１４年に殿堂入りしています。余談ですが、野球の折れた木製のバットはどうなって
いるかと言いますと、立派な商品に生まれ変わっています代表的なのが球団のロゴの入った
箸「ぶっ飛箸」、「ブルペン」（ﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝ）「すべりこみ」という名の靴ベラです。ネーミング
も非常に面白いので興味のある方は選手協会のホームページを覗いてみてはいかがでしょう
か？

◎幹事報告
地区よりネパール大地震の援助協力が来ております。出来ればお一人１，０００円以上お
願いします。今月の夜間例会は２８日木曜日です。お間違えの無いようにお願いします。会
関口

員増強率が悪いので出来ればゲストを連れて参加してください。月初例会ですので、理事役

幹事

員会がございますので、理事役員の方は出席をお願いします。

◎誕生祝い 【高橋会員 吉田会員】
■高橋会員

7８歳ですが、今までは元気にやって来ましたが去年ちょっと具合が悪くなりましたので、

泊等は一人で行ってはダメだと言われています。何とか８０歳まではロータリーを続けてい
られたらいいなと思っています。
高橋

会員

と

長谷川

会長
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◎結婚祝い 【吉田会員 浅沼会員】

◎委員会報告
■真道会員
真道

会員

ゴルフ親睦委員会よりですが、納会ゴルフは６月２５日に変更になっていますので、お間

違いのないようにお願いします。今年の打ち上げ大会ですので、盛大にやりたいと思います
ので、是非参加して下さい。

■柏木会員

先月の例会に出席させて頂いた花水地区のＨＬＣの活動が神奈川新聞に取り上げられまし

たので、ご報告させて頂きます。２３台のピアニカが集まりましたので、シキホールへのお
届け宜しくお願いします。
柏木

会員

■近藤会員

今回の夜間例会は木曜日ですので、間違えないようにお願いします。まだ、出欠のお返事

をいただいていない方は宜しくお願いします。

■原幹事

活動計画書の原稿がまだの方は宜しくお願いします。

近藤

会員

◎出席報告
会員４１名

原

副幹事

出席義務者

原博章会員
３９名

出席者

２４名

出席率

６０％

◎クラブ協議会【地区研修協議会の報告】
■吉野会員会長エレクト

次年度テーマ「世界へのプレゼントになろう」です。次回のガバナーは茅ヶ崎ロータリー

クラブの田中賢三さんです。８月７日（金）公式訪問です。
「もっと役に立つもっとおもし
ろいロータリーを掲げていらっしゃっています。参加して楽しいクラブ、進んで奉仕活動に
取り組めるクラブを目指しておられます。ガバナー補佐は平野達雄さん西ロータリークラブ
原博章

会員

です。エレクトとして参加して大きく２つのことを言われてきました。一つは「会員増強」、
退会者をなくす努力と入会者を増やす努力です、そして二つ目は「公共イメージアップ」で、
当クラブは非常に評価されています。ロータリーデイも続けていきます。一昨年やった「ポ
リオ撲滅コンペは非常に評価されました。

■原次年度幹事

これからの役割で「クラブセントラル」と「ｍｙロータリー」の活用が大事になる。この

２つについて５月２３日に勉強会がありそれに出席してきます。
吉野

会長エレクト
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【地区研修協議会の報告続き】

■牧石クラブ奉仕委員会

ほとんどが、クラブをどのように楽しくしていますかという質問です。合同例会のことを

聞かれました。３ロータリー、湘南、高山との合同例会はどうですかという質問に、合同例
会をやらないと知っているロータリアンが増えないと答え、合同例会をやって楽しくもなる
と答えてきました。

■公共イメージ部門
田中

副会長

広報大森会員

「イメージの向上」という事で、一般的に認知度が低く、日本もあまり知られていない。

年収の低い層に知られていない。男性中心だと思われている。ロータリークラブに入って寄
付をしたり、奉仕活動をするという事に関しても関心度が低い。それらを解消するため、ま
た対外的にロータリーのことをもっと知らしめるためにどんなことをしていますかという質
問に「なんでも相談会」の事を話してまいりました。

■会員増強維持

黒柳会員

第八グループの中で湘南が一番下であった。増強をするためには会長の強い意志が必要。

来季は４人の目標です。皆様宜しくお願いします。

■社会奉仕

佐藤会員

国際奉仕と一緒でした。奉仕活動をするための考え方とかそれぞれのグループの活動報告

とかでした。補助金の申請等近年簡素化されているので、是非使ってくださいとのことでし
た。シキホールのグローバル補助金が通ったという事は非常に誇らしいことでした。

■国際奉仕

笠原会員

他のクラブは外国にただ親睦に行っているだけだったが、当クラブは違うという事で、こ

のクラブで良かったと思っています。一年間宜しくお願いします。

■ロータリー財団

長谷川会長

リーダーは平塚西ロータリーの伊藤さんです。内容はロータリー財団の使命と目的、財団

資金推進のお願い、補助金を使った活動計画の意義、地区補助金の評価の基準、補助金の
チェックの方法と質疑応答です。財団の寄付を目標以上に募ってほしいという事と補助金の
申請をもっと出してほしいという話でした。申請書の書き方等分かりづらいという質問が有
り、グローバル補助金は地区補助金より煩雑。

■地区研修委員会

芦川会員

今年で２年ですので、もう１年あります。月に１、２度研修委員会が有ります。出席者は

パストガバナーと各クラブの研修委員です。地区のイベントの際に方向性等を決め、ガバナー
とガバナー補佐、クラブのトップの繋ぎ役を担っています。ロータリーについて勉強させて
いただく機会が沢山あるのでとても勉強になります。１５−１６日に箱根で新会員の集いが
有りますが、非常に懇親を深めロータリーを知る場として勉強になりますので、是非参加し
て下さい。次年度のガバナー補佐の研修も行っています。１８か月かけて勉強していきます。
芦川

会員

自分のクラブの活動が活発だと地区に行っても非常に誇らしいです。クラブの活動をきちん
とやっていく事が大事、奉仕活動を目に見える形でやっていくことがとてもクラブの活性化
には大事だと思います。それが会員増強にも繋がっていくのではないでしょうか。是非、魅
力の有るクラブ作りに皆さんで頑張っていきましょう。
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清水

会員

来週 10 人でフィリピンシキホール島へ行って来ます。現地でのしゅんこう式や
ロータリークラブとの交流で、有意義に過ごしてきたいと思っています！

芦川会員

いよいよ、今年度も残り少なくなってきました。長谷川会長、関口幹事残りの
期間をしっかりと頑張ってください。

清水

会員

麻生会員

今日もいい天気ですね！

笠原会員

夜の現場 ( 横浜 ) をやってから３時間だけ寝ました。４０代までは、元気でした
が５０代になるといろいろ体が痛いです。後でマッサージ行きます。

柏木会員

先輩の皆様に助けて頂きまして、無事クラブに戻ることができました。今後と
もかわらぬご指導よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。

兼松会員

ＧＷも終わり沖縄は梅雨に入るそうです。平塚は１ヶ月後には入ると思います。
食中毒に気を付けましょう。

佐藤会員

ようやくあたたかくなってきました。シキホールに行かれる皆さんお気をつけ
て行ってきてください。

清水会員

多数の方々のお祝い・ご来店いただきありがとうございました。昨年末、実は、
廃業するか考えておりました。年末家族親睦会でのみなさんとたのしい時間、
年始からお葬儀の仕事を回してくれる心遣い、ずっと平塚湘南に在籍したい気
持ちが折れかけた気持ちを立て直しくれました。野崎さん、柏木さんの選挙の
生き様を間近でとくと拝見し勇気をもらいました。新店舗はとても順調です。
古木さんは１０日間で４回も足を運んで頂きました。古木さんの温かい気持ち
忘れません。今度ご来店のときはお花を買ってください。この度は本当にあり
がとうございました。平塚湘南にいて本当によかったです。

真道会員

柏木さん、野崎さんおめでとうございます。これからの四年間で輝かしい実績
を期待します。

高橋会員

誕生祝有難うございます。

徳永会員

家内と２泊３日で京都を楽しんできました。新緑がすばらしかったです。

中村会員

野崎さん、柏木さん平塚市選挙当選おめでとうございます。なんとなく大勢に
迎合しがちな昨今の平塚行政にメスを入れ市民サイドに立った「まちづくり」
へのご活躍期待します。

原 ( 康 ) 会員

野崎会員、柏木会員おめでとうございます。よい市政をよろしくおねがいします。

古木会員

やっと選挙の時期が終わりました。

牧石会員

皆さん、選挙ご苦労様でした。野崎さん、柏木さん、おめでとうございます。
これから頑張って、良い平塚市にしてください。

三富会員

ＧＷは家族で山中湖へ行って来ました！自然の中での食事は格別です。

山口会員

早いもので１年間がたってしまいました！長谷川会長ご苦労様です。吉野エレ
クト期待してます。イライラ．．．

吉野会員

月曜日からフィリピンシキホール島へグローバル補助金の新たな「衛生的な水
の供給施設の竣工式の準備で先行して行って来ます。

