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司会    池田豊文 SAA   水野 茂会長   斉唱  我等の生業  

事務所・例会場  

相模原市緑区中野 1029  津久井商工会館 2F 

TEL 042-780-0201  FAX 042-850-4830 

例会日 毎週木曜日     時間  12：30~13：30 

会 長 水野 茂    幹 事 小川洋一 

【 出席報告者 井上 旭委員長 】    

現在会員数 出席対象数 本会出席数 本会欠席数 本会出席率 前回修正出席率 前々回修正出席率 

20 20 18 2 90.00％ 85.00％ 80.00％ 

本日欠席者 沼崎会員、本田会員 

 

普及が加速したのは全国大会の開催です。ま

ず、第 2 次世界大戦後の昭和 21 年に「全日本軟

式野球大会」が 16 チームの参加で初開催されま

した。同大会は昭和 23年以降、「天皇賜杯（しは

い）全日本軟式野球大会」となり、各都道府県か

ら代表 1チームが参加する形に改められ、人気を

後押ししました。また、昭和 45 年には少年野球

が組織化され、少年 1部（高校生）、少年 2部（中

学生）、少年学童部（小学生）の 3 部門別に全国

各地で大会が開催されています。さらに、国民体

育大会や日本スポーツマスターズなどにも採用

されるなど、軟式野球はさまざまな世代で広く親

しまれています。現在、全日本軟式野球連盟の加

盟チーム数は社会人約 37,000、少年約 20,000。

他に大学協会や専門学校、還暦連盟加盟のチーム

なども加えると、競技人口は約 120万人にも達し

ますが、今、全国で急速に「野球少年」が消えて

いるそうです。2007～2016 年にかけて、小・中

学生の野球人口は 66万 3560人から 48万 9648人

と、26.2％減少しました。同期間のサッカー人口

は 51万 8808人から 54万 9962人と 6％の増加だ

ったので、少子化の 6倍のペースで野球少年は減

少しています、人口減少に効果的な策を打てず、

急激な過疎化や、最悪の場合は消滅に至るという

シナリオは、日本全国さまざまな組織や産業で起

こっているまずは深刻な少年野球の人口減少の 

 

皆様、こんにちは、元気ですか！ 

今週は会長幹事会が開催されましたが、内容につ

いては、後程小川幹事より報告があると思いま

す。 

本日は孫が始めた少年野球の話です。少年野球

といっても、硬式と軟式がありますが、今回は孫

が始めた軟式野球についてです。 

軟式野球は、日本発祥であり大正時代中期に日

本で考案されたゴム製ボールを用いてプレーす

る野球で、硬式ボールの野球よりも危険性が少な

く、より幅広い年齢層で普及し、野球の大衆化に

貢献してきました。野球がアメリカから日本に伝

わったのは明治 5年。徐々に人気が高まり、大正

時代になって全国中等学校優勝野球大会、春の全

国選抜中等学校野球大会などがあいついで開催

されたことで青少年の間にも野球は広まってい

きました。しかし、革製の硬式ボールでのプレー

は危険性も高いことから、少年たちの多くはテニ

スボールやスポンジボールなどを使っていたた

め、ボールのスピード感や耐久性に問題がありま

した。少年たちに手軽に野球を楽しんでもらいた

いという思いから、硬式ボールより危険性が低

く、安価なゴム素材のボールが新たに開発され、

「軟式野球」が生まれたのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長挨拶 水野 茂会長 
 

 



 
 

     

 

 

会い

幹事報告 小川洋一幹事 

事実を受け止め、それに基づいた未来予想図を描

き、野球離れを進行させる諸々の要因を浮き彫り

にすることがファーストステップだ。少子高齢化

の進む日本で、野球界が見舞われている危機に目

を向けることは、野球界の当事者はもちろん、日

本全体にとって意義あるケーススタディーにな

るはずです。 

以上を持ちまして、会長挨拶とさせていただき

ます。 

 

 

  先週申し上げました件で、またお話をさせて

頂きます。「相模原市緑区地域医療を支える会」

が立ち上がりましたが、協同病院にコロナの件

で少しご支援ができないかを伺った時に、院長

さんから、今年はクルーズ船でのコロナ感染患

者を受け入れて 2 か月程大変苦しくなり、その

後段々回復するはずが今度は院内感染が起き、

風評被害もあり経営は大幅な赤字となっている

と聞き、協同病院を救うため、地域有志でクラ

ウドファンディングを行うというプロジェクト

を考えました。 

 相模原市内のコロナ指定病院は、相模原協同

病院、北里大学病院、国立相模原病院の 3 つが

ありますが、相模原協同病院は緑区内唯一のコ

ロナ対応病院として対策にあたり、コロナ患者

受け入れによる影響で病院経営が逼迫。そんな

わが街のコロナ医療の拠点を支えるということ

で賛同頂いた方々と発足いたしました。 

 共催として、橋本商店街協同組合、二本松相

原商店街、橋本地区自治会連合会、協同組合リ

リーマート、男女共同参画さがみはら、橋本七

夕まつり実行委員会、JA 神奈川つくいなど、ま

た後援として相模原市観光協会、相模原商工会

議所、緑区内各地区商工会、自治会連合会など

色々広がっていきまして、実行できそうな形に

なりましたので、できれば橋本ロータリークラ

ブだけではなく、津久井中央さんも一緒にやっ

て頂けないかと思いまして、お願いに参りまし

た。どうかご検討頂けますよう、よろしくお願

い致します。 

 

 

 

 

ゲ ス ト 紹 介  
 

 原 幹朗 様  相模原橋本 RC 

米 山 功 労 者 表 彰  
 

 

今週、会長幹事会がありましたので、内容を報

告いたします。 

・地区公共イメージ委員会より、各クラブのエン

ドポリオキャンペンーンや社会奉仕事業に際

して、地区よりのぼり旗、スタッフジャンバー

等を貸し出すとの事です。 

・地区クラブ管理運営委員会及び会員増強・会員

維持委員会によるクラブ活動状況アンケート

調査依頼の説明 

・地区奉仕プロジェクト委員会のアンケート調査

依頼 

・ロータリー研究会についてクラブ会長は

ZOOM による参加ができます。 

・地区大会は 10/15 の 1 日のみの開催で、会長、

幹事、会長エレクトの 3 名のみの出席。 

 

原 幹 朗 様 の 話  
 

 

 

佐藤祐一郎会員 第 5 回 

小川洋一会員  第 4 回 

 



 

 

 

 

基本的なロータリー 

佐藤祐一郎研修リーダー 

 ロータリーの 1、2、3、4、5 という話をさせ

て頂きます。 

 1 はロータリーの一つの言葉には財団のモッ

トーの「世界に良いことをしよう」という言葉

があります。 

2 はロータリーの公式標語に「超我の奉仕」

と「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」

の 2 つがあります。 

 3 はロータリアンの三大義務というのがあり

まして、「会費の納入」「例会の出席」「ロータリ

ーの友誌の購読」ですが、例会の出席もロータ

リーの友誌の購読方法もこれからは変わるかも

しれません。 

 4 はロータリーソングの「四つのテスト」で 

これを作曲したのは相模原南クラブの方です。 

 5 は本日の話のメインである「5 大奉仕」です。 

「5 大奉仕」というのは順番がありまして、こ

の順番というのが正にロータリーの歴史そのも

のです。 

まず、一番最初に「クラブ奉仕」で、ロータ

リークラブの始まりはポール・ハリスら 4 人が

集まり、シカゴで親睦を目的に会合し、やって

いくうちに人数も増えたり、ルール作りが必要

になりました。開催日時、場所、新会員、会費

など基本的なクラブのルール作りとそれを管理

する人が必要で、それがクラブ奉仕という名前

で残ったようです。 

最初の４人が何回か集まったところで、一業

種１人という形式だったので、不況の中で総合

取引のようなことが始まり、仲間も増えていく

中で必要になるのが職業倫理というものでし

た。不正をすることなく、お互いに公平な商売 

をして、みんなで助け合いましょうというルー

ルができました。これが一番最初の職業奉仕と

いうものだったようです。 

その後、徐々に会員も集まってきて、自分達 

は何とか商売が回るようになりましたが、自分

達の事だけでいいのかという思いから社会奉仕

が始まりました。 

諸説ありますが、一般的に言われているのは

シ 

シカゴの街角に公衆トイレを作ったというのが、

一番最初の社会奉仕だという事です。これはロー

タリー的な社会奉仕で、ロータリークラブが公衆

トイレを作るためにお金を寄付したということ

ではありません。他の団体や市民と市民運動のよ

うな形で盛り上げて、最終的には市も協力して公

衆トイレを作りました。 

 ロータリーの奉仕のあり方というのは必ずし

もお金だけではなく、自分達だけでやるのでもな

く、他の人達と手を携えながら行うというのが一

つのパターンで、原点だろうと思います。 

ロータリーの奉仕活動にエンドポリオキャン

ペーンがあります。あとパキスタンとアフガニス

タンの二か国になりました。 

以前ポリオ患者が一番多かったのはインドで

した。私もインドに行き、子供達にワクチンをあ

げたことがありますが、インドはポリオ患者が短

期間でスパッと無くなりました。インドでは政府

のトップにロータリアンが 2～3 人いまして、ポ

リオ患者をなくそうと政府が子供達全員分のワ

クチン費用を出したのです。ロータリーが WHO

やユニセフなど幾つかの団体を巻き込んで、イン

ドのポリオを根絶させました。これもロータリー

が政府や団体などを動かして行ったロータリー

らしい社会奉仕です。 

 

NPO法人湘北福祉会やまのべ 

に補助金贈呈 

 9月10日、NPO法人湘北福祉会やまのべに、

新規事業農園芸・野菜栽培及び販売に使用する

農工具費用として、補助金を贈呈しました。 



 

スマイル報告 井上 旭委員長 

 

会 水野 茂委員長 

 

相模原橋本 RC 

 原 幹朗 様  度々のメイクで恐縮です。残念ながら次週は欠席します。 

 

津久井中央 RC 

 水野 茂会員  原さん、今日もありがとうございます。先週は多分のスマイルありがとうござい

ます。 

小川洋一会員  原さん、ようこそ。まだまだ暑い日が続いていますが、季節は秋です。トンボが

飛んでました。 

池田豊文会員  原さん、今週もお越しいただき、ありがとうございます。 

杉本信一会員  昨日、山梨県で一番古いゴルフ場、山中湖の富士ゴルフコースへ 10 年ぶりに行っ

てきました。涼しく最高でした。 

西迫洋美会員  原さん、いらっしゃいませ。今日はだいぶ楽になりました。白内障の手術と眼瞼

下垂の手術をすることになりました。“眼瞼下垂の手術は 2 重の手術と同じだよ”

と孫に言いましたら、“おばあちゃん、2 重の手術はしてだめ”とわりあい古い考

えを持っていました。 

山口八重子会員 先日（日曜日）ですが、加藤玲名さんのバイオリンチャリティコンサートで森の

ホールに行って来ました。体温を測り、ソーシャルディスタンスで一人置きの配

置でしたが、とてもすばらしいコンサートでした。早く普通に戻るようにと願う

ばかりです。 

吉野賢治会員  原さん、先週に引き続きようこそ！ラジオで「秋の気配を感じますね！」と言わ

れてもピンときません。涼しい秋風が待ち遠しいです。もう少しかな！ 

前沢弘之会員  ふと気がつくと、私、明日還暦を迎えます。おかげさまで、だいぶ長生きができ

ました。 

森田正紀会員  原様、先週に続きありがとうございます。来週も通常例会になりますので、よろ

しくお願いします。 

小山里枝会員  原様、本日もありがとうございます。9/5、佐藤さん、本田さん、お誕生日おめで

とうございます。9 月は身内の記念日が多いです。9/2 夫の妹の長女、9/3 私の母、

15 日が夫、29 日が 4 人目の孫の誕生日です。加えて娘二人の結婚式も 9 月でした。

さて、話は変わりまして、九州でいとこが暮らしています。台風等で大変なので

何か応援をしたいと思いましたら、ぶどうが良いと言われました。つい先日、秦

野ロータリークラブの友人からぶどうを頂きまして、秦野のぶどう園に電話をし、

お願いしましたら今朝届きました。女性にだけおすそ分けしました。 

具 尚禮会員  来月の 10 月、橋本クイダオレが OPEN1 周年となります。同じ月でありますが、

10 月末、Bar を OPEN することになりました。また、応援よろしくお願いします。 

八木 勉会員  本日、やまのべさんに新規農園芸事業のための補助金贈呈式に、会長、幹事と行

ってまいります。よろしくお願いします。 

山﨑和彦会員  原さん、ようこそ。平穏無事の毎日ですが、何か物足りなさ感じている日々です。

でも水野会長が元気なので、スマイルします。 

佐藤祐一郎会員 原さんようこそいらっしゃいました。原さんの前で卓話なんてかなりビビりです。 

高橋幸一会員  原さん、今週もようこそお越し下さいました。又、プレゼントまで頂き、恐縮で

す。大切にします。水野会長、お孫さんの中央イーグルス入部、まことに本当に

ありがとうございます。立派な野球少年に育てさせて頂きます。 

田畑和久会員  原会員の入会祝いをしましょう（笑） 

井上 旭会員  相模原橋本 RC の原様、先週と今週 2 回続けて来て頂き、ありがとうございます。

あい変らず暑い日が続いております。コロナ禍の中、健康に注意して頑張りまし

ょう。庭には秋茜が沢山飛んでいます。もう日一日と秋の気配です。 

 

 

 

 


