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例会場：ブケ東海   例会日：毎週木曜日
(18:30点鐘）      第三木曜日：18:30

　　事務局●TEL&FAX　055-967-2152
　　事務担当者●川口恵美
　　Eメイル●numawestrc@ny.thn.ne.jp

井上 武雄 会長　

 

　先日4月 29日の昭和の日に、（財）米山梅吉記念

館において米山梅吉記念館春季例祭が開催されました。

その際に、米山奨学生出身者によりまして 5月 30日

付けで東京米山友愛ロータリークラブが発足するとの

連絡がありました。発会式は、ホテルニューオータニ

にて、チャーターメンバー 37名での船出です。 米山

梅吉翁の命日である 4月 28日に合わせての発表でし

た。財団副委員長の鈴木良則君と私と杉山幹事、記念

館委員の大村保二君、芹澤和子君、休日にて忙しい所

の参加、ありがとうございました。 

　今回の春季例祭では、米山文庫が新しく建設されオ 

ープンの除幕式が取り行われました。振り返りますと

昭和6年に米山梅吉翁が私財を投じて地元青少年の教

育と育成を目的に米山文庫は誕生しました。当時、

1000冊以上の書類文庫が寄付され通称赤レンガとし

て広く知れ渡っていたそうです。その後、昭和 59年

の長泉小学校耐震設計の建て直しの際に取り壊された

ため、赤レンガの通称の米山文庫は無くなりました。

本年度、長泉町政施行 50周年、米山記念館設立 40周

年、長泉RC創立 25周年の事業として、米山梅吉翁の

意志を後世に伝えようという想いから建設されました。

　米山記念館場内にてリフォームして、米山文庫こど

も図書館として、新しくオープンしました。米山梅吉

翁の信念に基づいて、青少年育成教育、地域の子供達

のいこいの場、町民教育を目的としています。ここで、

代表者の言葉をお伝えします。 

「奉仕する心にありて、梅吉翁」 

　4月 29日に除幕して、オープンしています。又、

皆様何かの折にお立ち寄り下さい。 

「米山文庫　こども図書館　ご案内」 

◎基本コンセプト 

　こども達が、お父さんお母さんご家族と共にやさし

い心が育ち、将来の夢を描ける居心地の良い図書館を

作りました。素足で歩き、自由に本が読めるように、

床を厚い杉板にしました。 

◎館内の間取りと利用について 

・館内は、靴をお脱ぎになっての入館となります。 

・一階は、受付と身障害者兼用トイレと六角形の壁面

を利用して、本が全て一目で見渡せる様な棚を作り、

児童本を置きました。 

・大きな絵本コーナーがあり、床一杯に広げみんなで

絵本を見られる様になっています。 

・二階の本の収納は同じですが、ご家族の皆様も一緒

に本が読めるように、子供から大人向けと用意されて

います。こども同士は勿論のこと、お父さんやお母さ

ん達のコミュニケーションを図って頂くためにも、給

湯室を設け、お茶やコーヒーを飲みながら談話できる

ようになっています。 

・記念館で使用していた椅子やテーブルを活用してい

ます。

◎全館オープン形式とし、米山梅吉翁図書館コーナー

を設けます。

会　　　長 井上武雄 幹　　　事 杉山壽章

広報委員長 植松　正 編　集　者 名古良輔
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5月のプログラム

900回 5月 13日(木)　12:30　ブケ東海　地区協議 

       会報告　クラブ管理運営委員会　理事会

901回 5月 20日(木)　18:30　ブケ東海　外部卓話 

       久保田　一様　夜間例会     

902回 5月 27日(木)　12:30　ブケ東海　外部卓話 

       沼津警察署長　渥美　俊次郎様

クラブ管理運営委員会報告

★出席報告（会員総数 22名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

899回 22名 19名 - 86.36%

897回 22名 17名 2名 86.36%

●欠席者 (3名)

 本村文一、成田みちよ、大池省吾

●他クラブへの出席者

 久松　但、重光　純、井上武雄、栗原侑男、

 宮島賢次、尾島康夫、鈴木泰次（4/25地区協議会） 

 鈴木良則、井上武雄、杉山壽章、大村保二、

 芹澤和子（4/29 米山梅吉記念館）

●スマイル報告

1.栗原侑男：誕生日のお祝い有り難うございます。 

2.渡邉亀一：誕生日のお祝い有り難うございます。 

3.鈴木博行：入会記念のお祝いお祝い有り難うござ

 います。 

4.鈴木良則：井上会長、杉山幹事、米山梅吉記念館

 、春季例祭にご参加頂きありがとうございました。 

5.井上武雄：会員卓話、久松　但さん、宜しくお願

　いします。 

6.宮島賢次：前回遅刻してしまい、すみませんで

　した。 

7.尾島康夫：所用につき、早退させて頂きます。 

8.重光　純：4月27日に長女が誕生しました。

幹 事 報 告 

1.他クラブの例会変更等  

①富士宮西ロータリークラブ  

　5月17日（月）→15日（土）近江八幡 RCと交歓

　例会　

　5月31日（月）→28日（金）家族招待食事会

　於:寿司割烹　丸石 

②御殿場ロータリークラブ  

　5月13日（木）探鳥会　6：30～於：東山荘  

2.報告・連絡事項  

①千本浜遊歩道清掃についてはメーキャップ扱いと

　なります。 

②友人、知人例会後の活動を宜しくお願いします。 

  

卓　話

「インターアクト　　　

　　クラブ　一泊研修」

久松　但君

　3月 27日（土）～28日

（日）厚木の七沢自然ふ

れあいセンターで、イン

ターアクトクラブの一泊

研修が2780地区と合同で行われました。沼津からは、

沼津中央高校と加藤学園高校の生徒・顧問 16名が参

加しました。沼津のロータリアンは私だけでした。 

　沼津駅からバスで現地に行き、午前中に入所式を

行いました。事前に参加するインターアクター約 120

名（2620地区約 60名、2780地区約 60名）は20班に

分けられました。 班では、各高校をばらばらにして

班編制を行っています。このため、最初はぎこちな

かったのですが、ゲームや野外炊事、ディスカッシ

ョンを通じて仲良くなったようです。 

　 

　初日の午後は、プレールームでのゲームの後、野

外炊事を行いました。定番のカレーを作ったのです

が、食事の後の鍋を洗うのが結構大変でした。 少し

でも汚れているとセンターの職員の方に、再度洗う

ように言われてしまいます。中には5回目のチェック

でやっと合格した班もあったようです。

　その後、夜はディスカッションを行い、「夢の実

現について」というテーマで、班ごとに意見を交換

しました。 

　二日目の午前中はウォークラリーを行いました。

班ごとに分かれて出発しましたが、3つの班が戻って

これず、本部から迎えに行ったりということもあり

ました。午後は、再び班対抗のゲームを行い、最後

に3年生を送る会を行いました。2780地区では3年

生も参加しており、OB会のような組織もあるようで

す。 

　このような研修が次年度再び合同で行うか、今年

限りになるかはわかりませんが、有意義な2日間だっ

たように思います。 

　帰りのバスの中で、生徒さんたちに感想を聞きま

したが、「面白かった」という意見がほとんどでし

た。
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　　事務局●TEL&FAX　055-967-2152
　　事務担当者●川口恵美
　　Eメイル●numawestrc@ny.thn.ne.jp

井上 武雄 会長 

  本日は、記念すべき900回という区切りの良い

例会です。そして、地区協議会の報告となって

おります。 

　4月25日（日）グランドホテル浜松に於いて、

ホストクラブ浜松南ロータリークラブによって

地区協議会が開催されました。例年通り、沼津

柿田川RCと一緒にバスにて会場へ楽しく向かえ

ました。 

　いよいよ、次年度に向けた方向性が着々と積

み重ねられて、色々な勉強をされてこられたこ

とと思います。次年度、会長、幹事をはじめ各

委員長と参加して頂きました。皆様には、大変

お忙しい所、丸1日遠い所まで、参加して頂き、

誠にありがとうございました。 

　900回の記念すべき例会において何か良い考え

はないかなあと思いまして、多分来月6月 20日

（日）の三島ゴルフの沼津西ロータリークラブ

のコンペが本年度の任期の内において、最終の

会員間での、ゴルフ大会になると思います。900

回という例会の記念として6月 20日（日）の三

島ゴルフコンペを盛り上げる為、そして、いつ

も、尽力なさっているゴルフ同好会の皆様のご

苦労に感謝して、些細な気持ちではありますが、

会長賞を設定する予定です。皆様には、振るっ

ての参加の程、宜しくお願いします。一人でも

多くの参加者にて、クラブの活動を盛り上げよ

うではありませんか。多数の参加を希望して、

宜しくお願いします。

5月のプログラム

901回 18:30　 ブケ東海　外部卓話　久保田　一様 

5月 20日(木)　夜間例会     　

902回 12:30　 ブケ東海　外部卓話　

5月 27日(木)   沼津警察署長　渥美　俊次郎様

6月のプログラム

903回 12:30　 ブケ東海 クラブ協議会　

6月 03日(木)　2010～2011次年度活動計画　     

904回 12:30　 ブケ東海 クラブ協議会　

6月 10日(木)　ガバナー補佐期末訪問 新旧理事会

905回 18:30　 ブケ東海　会員卓話  夜間例会

6月 17日(木)　会長・幹事　1年を振り返って     

906回 18:30　 さよなら例会  時間変更  夜間例会

6月 26日(土) クラブ管理運営委員会　 曜日変更 

クラブ管理運営委員会報告

●ビジター

1.内田文喬様：沼津北 RC

★出席報告（会員総数22名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

900回 22名 19名 - 86.36%

898回 22名 15名 2名 77.27%

会　　　長 井上武雄 幹　　　事 杉山壽章

広報委員長 植松　正 編　集　者 名古良輔

2009～2010年度

第 19巻 42号

2010年 5月 13日

●クラブテーマ●

ロータリーで仲良く

■■　本日のプログラム　■■

■地区協議会報告■

クラブ管理運営委員会　理事会

ロータ リーの未来はあなたの手の中にロータ リーの未来はあなたの手の中に

沼津西ロータリークラブ週報沼津西ロータリークラブ週報

◆◆第900例会　会長挨拶◆◆
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●欠席者(3名)

　本村文一、成田みちよ、大池省吾

●スマイル報告

1.内田文喬様（沼津北 RC）：いつも、お世話になり

　ます。

2.井上武雄：地区協議会出席メンバーの皆様、ご苦

　労様でございました。本日は宜しくお願いします。

3.尾島康夫：所用につき、早退させていただきます。

幹 事 報 告 

1.他クラブの例会変更等

　ありません

2.報告・連絡事項

① 6月 3日（木）のクラブ協議会の次年度活動計画を

　5月20日（木）までに事務局へ提出してください。

②例会後理事会がありますので理事の方はお願いし

　ます。

理事会報告

1.報告事項

　なし

2.協議事項

①平成 22年 6月度プログラム　クラブ管理運営

  委員長 久松  但君、プログラム担当 杉山壽章君

　→提案のとおり承認する。

②さよなら例会の予算について

【収入の部】

　会　費　＠5,000円×22名＝ 110,000円

　食事代　＠2,000円×22名＝　44,000円

  クラブ管理運営委員会  より   　   80,000      円  

  合　計 　　　　　　　　　　234,000円

【支出の部】

　食事代　＠7,000円×22名＝ 154,000円  

　コンパニオン代　  　　  　　　　  80,000      円  

　合　計 　　　　　　　　　　234,000円

　→以上のとおり承認する。

③本村会員のお見舞いについて

　→1万円とすることで承認する。

3．その他

①千本プラザへの地デジ対応のテレビの寄付依頼に

　ついて

　→井上会員より千本プラザへのテレビ寄付目的で

　の当クラブへの寄付を受けた後、当クラブにおい

　てテレビを購入し、千本プラザに寄付することを

　承認する。

                                           

卓　話

「「　地区協議会報告　」」　

次期会長  久松　但君　

4月25日（日）地区協議会

に参加してきました。会員負

担金はＲＩ人頭分担金が年1人50$となりました。地

区資金ほかは昨年と同様です。 

GSEは、静岡第3分区については第2分区の担当で

す。 

次年度は新しくクラブ研修リーダーセミナーが山

梨と静岡で開催されます。当クラブからは、鈴木泰

次さんに参加していただきます。 

IACは、年次大会が富士吉田市で7月下旬に開催さ

れます。研修は次年度も今年度と同様、1泊研修のよ

うです。

約1,000名弱のロータリアンが参加しましたが、午

後の全体会議の時は、山梨のほとんどのクラブが帰

ってしまい、前列が空席だらけでした。

次期幹事　重光　純君 

平成22年4月25日にグラン

ドホテル浜松において開催さ

れた地区協議会に参加致しました。総勢963名の参加

者がおり、会場は大盛況でした。 

午前中の本会議が終了した後、午後の分科会では

久松次期会長と事務局の川口さんと一緒に会長・幹

事（事務局）部会に出席しましたが、ロータリーに

関する情報を色々と教えていただきました。 

まだまだ不勉強であることは否めませんが、来年

度の幹事職を無事に全うできるよう努力したいと思

っています。

次年度会員増強維持

委員長　井上武雄君

浜松南RC澤木素夫委員長

より2620地区の会員数につい

て、現在迄の状況説明がありました。 
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2006年において全会員3500名、2007年3446名

、2008年3318名、2009年3220名との事で、だんだ

んと会員減少が続いており1年間に約全体の5%位の

会員数が減っています。方向性と対策のお話があ

りました。中山次期ガバナーの方向性としては、

基本的な考え方として、クラブ全員で会員増強の

活動を行っていくこと。特に若年層の会員の掘り

起こしをして頂きたいとのことでした。そして、

クラブ会員35才以下の方については、地区資金負

担金を半減にするそうです。 

同時に、ローターアクトクラブ会員をロータリ

ークラブに入会させていく運動を進めて行くとの

事でした。 

今、2620地区においては、クラブ全体の約70%

にあたるクラブに女性会員がいるそうです。また

、その中で女性の会長も次々と選出されていると

の明るいニュースもありました。 

クラブ内にて会員増強していくために何が必要

なのかという議論に入りまして、新会員がどうし

たら入会していくか、また、どうしたら、退会防

止が出来るのかという活発な意見交換がなされま

した。なぜ退会したいという気持ちになってしま

うのか、との意見として、クラブ内に魅力がない

、面白くない、人間関係上、イヤなことを言って

うるさい会員がいるという意見が多かったようで

す。 

また、会員増強がうまくいっているクラブの意

見としては、 

①魅力あるクラブ活動を目指してクラブ独自のテ 

ーマをつくる 

②人間性を選んで入会させる。 

③会員1人1名推薦を出す運動。 

④やめた人に復帰してもらう。 

⑤JC OB　特に理事長、役員経験者を入会させて 

その人脈を元に入会活動を広めて行く等でした。 

クラブ活動においても、独自のルールを実行し

ているクラブの内容紹介もありました。 

パワー浜松RCでは、例会の欠席者はクラブ会長

がテーマを出して、欠席者が400字以内の卓話を行

なうと出席扱いになるそうです。また、元政治家

の方をクラブに入会させた結果、色々な情報が入

って仕事や運営面において、役立っていると共に

とても面白い報告もありました。 

山梨県身延山にある身延RCでは、心を大切にし

ようという発想から例会の時に会員全員で南無妙

法蓮華経を三回唱えるそうです。 

また、クラブ内のゴルフ大会、クラブ合同ゴル

フコンペの出席者はメーキャップ扱いにするいっ

たような検討もしているとの活動報告もありまし

た。

次年度奉仕プロジェク

ト委員長　栗原侑男君

奉仕プロジェクト委員

会は、参加者186名で行な

われました。ロータリークラブでは従来単年度で

計画、実施される活動でしたが、今後は各奉仕活

動に対し長期計画を奨励するようです。具体的に

は3年委員会を推進し、1年目には充分な計画、翌

年は資金集め、そして実行するといった、3年で1

つのプログラムを完成させます。その他、8月8日

富士山世界遺産登録サポート事業で、富士山の頂

上へ登山し火口に沿って手を繋ぎ輪を作る（費用

は各自負担）ことが主な議題でした。

地区協議会の参加者メンバー　

井上（④）＋３

-------------------------4月分出席一覧 -----------------------

久松(3,1)＋３ 栗原(④)+２ 宮島(④)+２ 宮口(④)+１ 本村(　０　） 名古(④)+１

成田(　１　） 大池(　０　) 大村(④)+２ 尾島(④)+１ 芹澤貞(④)+１ 芹澤和(3,1)＋1 重光(④）＋３
杉山真(３，１) 杉山壽(④)＋２ 鈴木博(2,2)+1 鈴木泰(④)+２ 鈴木良(１、２) 土佐(　３　) 植松(④)+１

渡辺(３，１)

例会出席％　76.14　% 地区報告％　85.23　　%

氏名(ホームクラブ出席数、他クラブ出席数)＋超過出席数。丸数字はホームクラブ出席100%を示す。
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例会場：ブケ東海   例会日：毎週木曜日
(18:30点鐘）      第三木曜日：18:30

　　事務局●TEL&FAX　055-967-2152
　　事務担当者●川口恵美
　　Eメイル●numawestrc@ny.thn.ne.jp

井上 武雄 会長　

 

　国際ロータリーは、1月に発生したハイチ大地

震に対して緊急支援を行いました。当クラブにお

いても会員の皆様よりの義援金を送りました。

　ロータリーのウェブサイトや公式メディアでの

支援活動の申し込みは日を追って増えてきました。

　ロータリアン達は、シェルターボックスやアク

アボックスへの資金として、何千ドルも集めたり、

ロータリーハイチ大地震救済基金に寄付をしたり、

食糧や支給品の輸送医療従事者を派遣する手段を

組織したと報告しました。

　ハイチ周辺のロータリアン達は、取り残された

家のない人々にシェルターボックスを配る手助け

をしたそうです。ロータリアンで内科医のクラウ

ド・スレナ氏は、自分が損害を受けていたにもか

かわらず、自宅を臨時の病院にして、100人もの

地震で負傷した人を受け入れたそうです。

　ロータリーは災害の救済機関ではありませんが、

ハイチの17の地元クラブを助けようと何千もの

クラブが協力しているそうです。

　報道関係者の関心がなくなっても、人々の関心

が薄くなりメディアが立ち去った後も、ロータリ

アンはハイチで活動しています。

　ロータリーの友5月号の中に、RI指定記事とし

て災害に見舞われた時と題して、ハイチで活躍す

るシェルターボックスや関係記事が掲載されてい

ます。ロータリーは奉仕を行うことを証明してく

れました。素晴らしいロータリー活動に敬意を賞

したいと思います。

5月のプログラム

902回 12:30 　　ブケ東海　外部卓話　

5月 27日(木)    沼津警察署長　渥美　俊次郎様

6月のプログラム

903回 12:30　 ブケ東海 クラブ協議会　

6月 03日(木)　2010～2011次年度活動計画　     

904回 12:30　 ブケ東海 クラブ協議会　

6月 10日(木)　ガバナー補佐期末訪問 新旧理事会

905回 18:30　 ブケ東海　会員卓話  夜間例会

6月 17日(木)　会長・幹事　1年を振り返って     

906回 18:30　 さよなら例会  時間変更  夜間例会

6月 26日(土) クラブ管理運営委員会　 曜日変更 

クラブ管理運営委員会報告

●ゲスト

1.久保田　一様

●ビジター

5月 20日にブケ東海にて記帳された方。

1.稲葉早智子様：沼津 RC

2.小林　俊様：沼津北 RC

3.岩崎逸三様：沼津北 RC

会　　　長 井上武雄 幹　　　事 杉山壽章

広報委員長 植松　正 編　集　者 名古良輔

◆◆第901例会　会長挨拶◆◆

2009～2010年度

第 19巻 43号

2010年 5月 20日

●クラブテーマ●

ロータリーで仲良く

■■　本日のプログラム　■■

■外部卓話　久保田　一　様　夜間例会 ■ 

ロータ リーの未来はあなたの手の中にロータ リーの未来はあなたの手の中に

沼津西ロータリークラブ週報沼津西ロータリークラブ週報

◆◆第901例会　会長挨拶◆◆
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★出席報告（会員総数 22名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

901回 22名 15名 - 68.18%

899回 22名 19名 0名 86.36%

●欠席者 (7名)

 本村文一、成田みちよ、大池省吾、大村保二

 鈴木泰次、鈴木良則、土佐通孝

 

●スマイル報告

1.井上武雄：本日は、久保田　一様、卓話の程、

　宜しくお願いします。 

2.杉山壽章：久保田君、今日は卓話お願いします。

幹 事 報 告 

1.他クラブの例会変更等

①静岡南ロータリークラブ 

 6月 15日（火）休例会　メーキャップありません。 

 6月 15日（火）最終夜間例会　於：グランディエー

 ルブケ東海  メーキャップは、中島屋八幡ガーデン

 ズの2階ロビー 

2.報告・連絡事項 

①国際ロータリー日本事務局より、6月のロータリー

  レート1ドル＝92円の連絡が入りました。  

② 6月 3日（木）のクラブ協議会の次年度活動計画を

  5月 27日までに事務局へ提出してください。 

  

卓　話

久保田　一　様

1.自己紹介 

　日大三島高校野球部　杉山寿さんと一緒に野球を

しました。その後、東映フライヤーズ（今の日本ハ

ムファイターズ）に入団し、6年間プロ野球にいまし

た。その他、地域の野球に協力させて頂いています。

 

2.プロ野球裏話  

　

　私が高校から入団した時は、周りの人が皆、おじ

さんの様に見えました。太平洋の真中に一人でほう

りだされた様に、帰れるものだったら帰りたかった

です。技術的にも皆より劣っていたので苦労しまし

た。プロといえば、たとえば大工さんだったら「こ

こに材料があるからこれで家を建てろ」と言われて

作らなければならない。それが私には、100%出来な

かった。一生懸命練習して半年後には皆と同じよう

に出来るようになりました。

　何億円もかけてとった優秀な新人でも周りにつぶ

される事が多々あります。その例として、私の後輩

のオリックスにいた三枝君（日大三島高校）の話だ

と新人が入った時、レギュラーの選手が自分のポジ

ションを取られそうなので毎日飲み屋に連れて行き、

その選手を潰したそうです。

　今の OB会長は、昔ファンからもらった品物をお金

に換えたり又、プロ野球の監督をしていた方がハワ

イで知人と食事に行き、お金を払っていた所を見て

いた人が私の知人に「監督さんがお金を払った」と

言って、びっくりしていました。プロ野球の世界で

も、ものすごくケチな人もいれば、大判振る舞いを

する人もいました。

　私と一緒にいたホームラン王、打点王をとった大

杉さんは、後輩の面倒見の良い人でした。大杉さん

が食事を誘うときは、朝から夕食のことが心配でし

た。なぜならもう満腹だと思ったときに、「さあ、

これからまた食べよう」というような感じでした。

40年くらい前の事、寿司屋に太巻きを5千円とか、

むすびを5千円とか頼まれてよく買いにいきました。

もって帰るのが重かったです。てんや物を頼まれて

も、一度に5～6品頼んで全部食べてしまいました。

一度は、高級中華料理屋につれていってもらい、一

万円くらい食べてから「さあ、これから焼肉を食べ

に行こう」といってめいいっぱい食べさせられまし

た。それほど、豪快な人でした。 

 

3.野球の上手になる方法

 

◎精神面

・自己意識を持ち練習をする事、単純な事でも100%

出来るようにする。（プロは失敗しない） 

・不平不満を言わないで、一生懸命練習する。（不
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平不満を言うと、自分に逃げ道をつくる） 

・相手を呑んでかかる。（高校生だったら、相手

が小学生だと思う） 

・良い指導者に出会う。（技術的にも精神的にも、

立派な人）一流の選手ほど、隠れて練習をします。

長島監督が大仁ホテルで自主トレをしている時、

淡河さんというジャイアンツから日本ハムに来た

人の話だと休みで東京に帰ってから、大仁ホテル

に戻ると長島さんは部屋でのんびりしていました。

係りの人が言うには、もう練習を終えた後でした。

張本さんも、キャンプの時など、練習以外にも、

自分の部屋で何時間もバットを振っている音が聞

こえました。土橋さんもまだ一軍に上がる前に毎

日駒沢から多摩川までランニングをしていたそう

です。一流の選手ほど一生懸命練習をします。王

さんが、荒川コーチのおかげで世界のホームラン

王になったと言われていますが、だれが教えても、

王さんだったら、あそこまでなると言っていまし

た。

◎技術面 

・中心線と軸が大事。 

・胸の前(中心）から投げる。 

・打つ　体の正面で打つ  

・走る　上体を倒して、スタート時は体重を後ろ

足の法に、4:6位の割合でおく。（たとえば、上に

ジャンプをする時でも、一回ひざをおってからジ

ャンプをします） 

・ボールを捕球する時は、手は前に出して自分の

目でボールがクラブに入るのがわかるようにして

捕球する。 

・投げる　捕球の力を利用して胸から投げる(受動

的な力） 

・ボールを握るとき、親指の腹全体でにぎらない。

（自由がきかなくなる）子供の野球は投げようと

する時、すぐに体重が前足にかかってしまう。指

導の仕方もいろいろありますが、指導者のかたも

いままで以上に知識を広めなければならないと思

います。 

　私の知人で中国のソフトボールを世界一にした

秘訣は、おだてて強くしたとの事です。東部、地

元の野球に関して少しでも貢献したいと思ってい

ます。

編集後記 

　失礼ながら現在の体型から杉山壽章幹事が野球

少年だったことを想像するには、若干の困難さを

覚えますが、久保田　一様の卓話にはなるほどと

思うことが多々ありました。

　大学時代にテニス漬けの毎日を送った自分には

レベルの違いはあるものの、一流になるというこ

との困難さはある程度想像がつきます。今の私か

らは想像できないかもしれませんが、試合で相手

に呑まれてしまうことの多かった自分は、それだ

けで一流にはなれませんでした。

　一年生の時に見た先輩の試合の印象は、あまり

に強烈でした。3時間を超えるシングルスに勝利し

た先輩は、脚を痙攣させながら最後まで戦い抜い

たのです。親の敵でもない対戦相手に、なぜそこ

まで闘争心を抱けるのか。正直、私には最後まで

理解できませんでした。そんな自分ではレギュラ

ーとして大会には出場できても、ナンバーワンに

はたどり着けませんでした。

 「プロは失敗しない」という久保田さんの言葉に

は説明が必要でしょう。なぜなら、あのイチロー

選手ですら10回に7回は失敗するからです。正確

には、「プロは練習では絶対に失敗しない」。私

たち手術をする医師にも同じことが当てはまりま

す。眼科医の場合、豚の目を用いた練習を散々さ

せられた後で実際に患者さんの手術をするわけで

すが、豚眼で100回続けて同じことができても実際

の手術では、全く違います。同じ精神状態で臨め

るわけではないからです。

　結局のところ肝心なのはイチロー選手が言うよ

うに、『特別なことをするために特別なことをす

るのではない特別なことをするために普段どおり

の当たり前のことをする』ための練習を飽くこと

無く、どこまで続けられるか、ではないでしょう

か。

　　　　　　　　　　（文責　名古良輔）
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例会場：ブケ東海   例会日：毎週木曜日
(18:30点鐘）      第三木曜日：18:30

　　事務局●TEL&FAX　055-967-2152
　　事務担当者●川口恵美
　　Eメイル●numawestrc@ny.thn.ne.jp

井上 武雄 会長　

皆様への連絡事項です。沼津市の千本にある

高齢者等福祉世代交流活動施設「千本プラザ」は

大勢の高齢者に利用されています。休憩室のテレ

ビはだいぶ古いものです。 

  テレビ放送デジタル化への切り替えを1年後に

控え、千本プラザに設置されているテレビについ

て、デジタル化へ対応するため予算確保が出来ず

悩んでいました。 

  社会福祉法人　沼津市社会福祉協議会千本プラ

ザ館長より千本プラザを利用する高齢者の為にど

うにかならないかとの相談を受けました。 

　先日の理事会にて審議して頂きました結果、会

長、幹事のクラブ寄付により沼津西ロータリーク

ラブとして40インチの大型液晶テレビ1台とテ

レビ台1台を寄贈することに決定しました。 

　本年度の任期の中で何か役立つ事をと、幹事共 

々考えておりましたので、沼津西ロータリークラ

ブは、千本プラザを利用する高齢者の為に大型液

晶テレビを寄贈することを、皆様にご連絡させて

頂きます。

6月のプログラム

903回 12:30　 ブケ東海 クラブ協議会　

6月 03日(木)　2010～2011次年度活動計画　     

904回 12:30　 ブケ東海 クラブ協議会　

6月 10日(木)　ガバナー補佐期末訪問 新旧理事会

6月のプログラム

905回 18:30　 ブケ東海　会員卓話  夜間例会

6月 17日(木)　会長・幹事　1年を振り返って     

906回 18:30　 さよなら例会  時間変更  夜間例会

6月 26日(土) クラブ管理運営委員会　 曜日変更 

クラブ管理運営委員会報告

●ゲスト

1.沼津警察署長　渥美　俊次郎様

●ビジター

1.奈良橋　篤様：沼津北RC

★出席報告（会員総数 22名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

902回 22名 18名 - 81.81%

900回 22名 19名 0名 86.36%

●欠席者 (4名)

 成田みちよ、大池省吾、芹澤和子、土佐通孝

●他クラブへの出席者　 

 鈴木博行（5/25　沼津北RC）

●スマイル報告

1.沼津警察署長、渥美俊次郎様より、御礼をスマイル

で、いただきました。 

2.奈良橋篤様（沼津北RC）：よろしくお願いします。 

3.大村保二：誕生日のお祝い有難うございます。

会　　　長 井上武雄 幹　　　事 杉山壽章

広報委員長 植松　正 編　集　者 名古良輔

◆◆第901例会　会長挨拶◆◆

2009～2010年度

第 19巻 44号

2010年 5月 27日

●クラブテーマ●

ロータリーで仲良く

■■　本日のプログラム　■■

■外部卓話　沼津警察署長　渥美　俊次郎様 ■ 

ロータ リーの未来はあなたの手の中にロータ リーの未来はあなたの手の中に

沼津西ロータリークラブ週報沼津西ロータリークラブ週報

◆◆第902例会　会長挨拶◆◆
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4.本村文一：妻の誕生日のお祝い有難うございます。

5.本村文一：長い間、休会して、申して訳ありませんで

した。元気になりました。お見舞いありがとうございま

した。 

6.井上武雄：渥美署長、本日は、お忙しい所、ありがと

うございます。卓話、宜しくお願いします。 

7.杉山壽章：本日は、卓話、宜しくお願いします。 

8.鈴木良則：6月27日に、孫娘が京セラ大阪ドームの大

演奏会に出演します。

幹 事 報 告 

1.他クラブの例会変更等

①沼津柿田川ロータリークラブ

  6月 07日（月）→於：枯山水　

  18：30新旧役委員引継ぎ会議

  6月 28日（月）→27（日）

  場所時間未定　最終家族例会

2.報告・連絡事項

①静岡南ロータリークラブより

　当クラブの例会場を7月 6日（火）よりグランディ

  エール ブケトーカイに変更することになりました。

② 6月 3日（木）のクラブ協議会の次年度活動計画を

  5月 27日までに事務局へ提出してください。

③ 6月 10日の理事会は新旧合同の理事会です、理事

  の方は宜しくお願いします。  

卓　話

　　沼津警察署長　　　

 渥美 俊次郎 様　　

　

　振り込め詐欺は、市民を無差別に狙う卑劣底犯罪

です。 

1.振り込め詐欺の手ロと傾向 

(1〉オレオレ詐欺 

①息子、孫等の親族を装い、金銭トラプルなど人に

相談できないようなことを名目に現金を騙し取る手

ロ 

・犯人は、「携帯の番号が変わった」という電話を

かけてきて、被害者に息子や孫の携帯電話の番号を

変えさせる。 

②警察官等を騙ってキャッシュカードを自宅に取り

に来る手ロ 

・警察や銀行協会の名前を騙り、自分が被害に遭う、

自分のお金が騙し取られてしまうといった心理を巧

みに煽り、不安に陥れた状態で、親切心を装いなが

らキャッシュカードを騙し取る。 

・犯人は暗証番号を「キャッシュカード変更に必要

」「手続きを早くするため」等と言って聞き出しま

す。

(2)架空請求詐欺 

　有料サイトの利用料等を名目としたメールや、架

空の事実を口実として現金を振り込まなけれぱ裁判

沙汰にするといった内容の葉書を送付して現金を騙

し取る手ロ 

・出会い系、アダルト系サイトなどの有料サイト利

用料等の名目が多い。 

・携帯電話やパソコンでメールを送りつける手口に

加え、直接、法人名を騙り携帯電話に架電してくる

ケースもある。 

(3)融資保証金詐欺 

　低金利、借金一本化など有利な条件を提示し、融

資を申込むに際して、保証金、審査料等の名目で現

金を騙し取る手ロ 

・インターネット上の広告検索やダイレクトメール

を見て、自ら犯人に電話してしまうケースが散見さ

れる。 

・ダイレクトメールは大手ローン会社名に似せて、

一見して正規のローン会社と見間違がえる。 

(4)還付金等詐欺 

　税務署員等を装い、税金や高額医療費等の還付金

名目で、ATMを利用してロ座間送金により現金を騙し

取る手ロ 

・還付金等があるから、携帯電話を持ってATMに行く

よう指示してくる。 

2.対策(肇う・確認・相談) 

　○家族間での合言葉を決めておく 

　○身に覚えがない請求は無視する 

　○融資を受けるのにお金を振り込まない 

　○「還付金を返すからATMへ行って」は詐欺です

インターアクトクラブ情報

　5月29～30日の加藤学園高校文化祭において、「ベ

トナム枯葉剤被害者写真展」を開催しました。 




