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小崎
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（一部要約にて掲載）

河野

崇

当クラブの青少年奉仕活動の一環として支

支部 3 チーム、大野北支部 7 チーム、光が丘

援している「相模原市少年野球ジュニア大会」

支部 5 チーム、星が丘支部 1 チーム、横山支

がありますが、本日はその少年野球について少

部 1 チーム

し詳しくお話させて頂きます。

〇南部地区

２９チーム

＜２０２０年 相模原市少年野球チーム数＞

大沼支部 3 チーム、大野中支部 5 チーム、大

〇北部地区

野南支部 6 チーム、相模台支部 5 チーム、相

計２２チーム

相原支部 3 チーム、大沢支部 5 チーム、小山

武台支部 3 チーム、東林支部 7 チーム

支部 2 チーム、清新支部 3 チーム、田名支部

以上で、合計７７チーム。横江会員や伊倉会員

5 チーム、橋本支部 4 チーム

のご子息は北部地区の橋本支部で、櫻内会員の

〇中部地区

計２６チーム

麻溝支部 4 チーム、上溝支部 5 チーム、中央

ご子息は清新支部だったでしょうか？ 私の息子
は南部地区の相模台支部でした。

＜因みに 33 年前の少年野球時代は（河野少年 12 才）
昔（３３年前）

現在

チーム数

２００チーム

７７チーム

練習時間

（※）日曜の２時間

土・日曜の終日

移動手段

自転車

車（遠征）

親・コーチ独学

協会勉強会、

指導内容

年間試合数

YouTube
大会含めて５０

大会含めて１２０

試合程度

試合程度

（※）チーム数が多く、時間割でしか小学校が使えない

〇ジュニア大会は各地区にてトーナメントで 5 代
表を決め、前年の優勝チームが所属する地区の
み 6 チーム選出となる。
〇市民選手権は、全チームがくじ引きにてトーナ
メント方式で行う。
〇低学年大会の田野倉旗争奪は、元プロ野球選手
の方で、その方の主催大会になっています。
〇スポ少大会は、トーナメント形式で、優勝する
と来年の 5 年生が上部への大会出場となる。
＜相模原市からの今年のドラフト注目選手＞
・日大藤沢高校

捕手の牧原功汰君

ランド使用は日曜日のみで、２時間制に限られ、

174 ㎝、76 ㎏

（3 兄弟の長男）

しかもほとんどが同じ小学校の生徒で、各チーム

ひのきビートルズ出身

1～6 年生まで４チームに分かれていたほどです。

甲子園未出場ながら、打てる高校№１捕手との

私（河野）の若草小学校では４チームあり、グ

現在は、私の所属チームは土・日曜とも朝から
遠征や学校での練習、また大会に勝ち続ければ連
戦、連戦と週末は夕方まで野球をしています。各

評判。

＜まとめ＞
私自身、中 RC に入会するきっかけが、以前支

チームの方針により練習時間もバラバラですが、

援していた「夏季大会」開会式で皆さんにお会い

野球に費やす時間は昔に比べ、たくさんあり、環

したことでした。息子がお世話になって以来、少

境という点では恵まれているかもしれません。

年野球に 10 年以上関わらせて頂いていますが、

＜年間大会予定＞

県大会や全国大会に繋がる、本日ご説明した各大

〇春季大会（６年生以下）

会があることで、子供たち、監督、コーチ、保護

ｻｰﾃｨｰﾌｫｰ杯争奪 第 38 回相模原市少年野球春季大会

者の皆さんがどれだけ盛り上がるかは毎年のよう

高円宮賜杯 第 39 回全日本学童軟式野球大会

に見てきています。

〇夏季大会（６年生以下）

ﾀﾞｲﾜﾊｳｽ杯争奪 第 38 回相模原市少年野球夏季大会
〇ジュニア大会（５年生以下）

市大会の本戦や優勝に向けて、県大会出場に向
けて各チームが目標を掲げて臨む中で、日頃から
各家庭での野球の会話が増えたり、おじいちゃん、

相模原中 RC 旗争奪 第 19 回相模原市少年野球ジ

おばあちゃんたちが孫の成長をみることができた

ュニア大会 兼 第 21 回関東学童軟式野球秋季神奈

り、今となっては私自身、子供が成人してしまい

川県大会選考会

ましたが、未だに少年野球の時の会話だったり、

〇市民選手権（秋季大会）６年生以下

当時の思い出はたくさん残っています。

第 65 回相模原市民軟式野球（第 37 回学童の部）

これも支援して頂ける団体や企業があるからこ

選手権大会 兼 J:COM 旗争奪 第 38 回相模原市少

そ成り立っているのだと、改めて、中 RC に入会

年野球秋季大会

させて頂いて、支援の素晴らしさを感じていると

〇低学年大会（４年生以下）

田野倉旗争奪 第 5 回相模原市少年野球低学年大会
〇スポ少大会（５年生以下）
第 39 回相模原市スポーツ少年団野球大会

ころです。
最後になりますが、少年野球に限らず、個人の
活動だけでは支援できないことも、ロータリーと
いう大きな組織を通じて、世の中への奉仕活動の

＜各大会への出場条件＞

お役に立てていければと思っております。現状、

〇春季大会、夏季大会は共に、支部ごとに代表チ

コロナ禍で経営の厳しさも増すばかりですが、社

ームを決める。支部 5 チーム以上は代表 2 チー

業とロータリー活動も両立させていけたらと思っ

ム、4 チーム以下は代表 1 チーム。

ています。

●大井

達会員

①河野会員、卓話よろしくお願いします。今年の野球
大会は残念でした。
②結婚記念日祝の皆様、おめでとうございます。
●豊岡

淳会員

＜委員会報告＞

〇米山奨学セミナー・カウンセラー研修会の報告
大井米山奨学委員長
8 月 22 日（土）15～16 時
藤沢商工会館にて、箱山地

本日、卓話の河野さん、楽しみにしています。

区副幹事（鎌倉 RC）の司会

よろしくお願いします。

でコロナ対策に基づき、時

●櫻内

康裕会員

①結婚記念日祝の皆様、おめでとうございます。
②卓話の河野会員、楽しみにしています。
●横溝

志華会員

（要約にて）

間短縮と会場のディスタン
スを取っての研修会でした。
久保田ガバナーの挨拶の後、米山記念奨学会の
後藤理事と米山親善大使のｱﾄﾞｩｱﾖﾑ・ｱﾍｺﾞ・ｱｸｴﾃﾋﾞ

①結婚記念日祝の皆さん、おめでとうございます。

氏の講演があり、引続き、カウンセラー研修会が

②河野会員、卓話を楽しみにしています。

開催され、世話クラブの大切な役割とカウンセラ

●藤本

ーの役割について、改めて確認されました。

恵介会員

①まだまだ暑いですね。お身体ご自愛下さい。

この中で、カウンセラーの体験談を３名の方が

②河野会員、卓話宜しくお願い致します。

話され、カウンセラーをしたことによって奨学生

●冣住

と家族ぐるみの付き合いが続いていて、架け橋と

悦子会員

①結婚記念日祝、おめでとうございます。

なってくれたり、米山学友会を通じて、海外での

②河野さん、卓話楽しみにしています。

奉仕事業を行う際の重要なサポート役を担ってく

③劭さん、ようこそ。

れていることなどを話されました。

④先週・今週分、まとめてスマイルします。

話の締め括りでは奨学生との絆を構築し、長く
お付き合いを出来る関係を作り、親善や奉仕活動

＜理事会報告＞
①９月２９日（火）夜間例会の件

に役立ててほしいとのお話がありました。
先週の「会長の時間」で、中国の崔さんのお話

１８：３０～「敦煌」。お弁当用意、アルコール無し。

が紹介されましたが、カウンセラーだけなく、ク

②１０月２０日（火）→１８日地区大会へ移動例会の件

ラブ会員全員が何らかの形で奨学生や奨学会を支

大会規模縮小により、当日の例会は取止めにて。
③１１月１０日（火）公式訪問スケジュールの件

えていることを実感しました。
今年度も 29 名の奨学生がコロナ禍の中、勉学

１２：３０～１３：２０ 例会、ガバナー卓話（３０分）

に励んでいるとのことで、来月より「米山月間」

１３：２０～１４：００頃 懇談会（約４０分）

が始まります。月間卓話は奨学生の邵さんにお願

※ガバナーへの質問は次回理事会までに検討依頼。

いしていますが、皆様の温かいご支援とご協力を

④規定審議会 ２件の制定案について

お願い致します。

賛成にて承認。署名の上、投票用紙を提出。
⑤Zoom 有料アカウントの件
取得の検討は、継続審議とする。

〇Ｒ財団委員会
先程、会長よりお褒めの言葉

⑥会員増強委員会からの提案について。

を頂きましたが、会員皆様のお

・フォーラムの開催→９月２９日夜間例会にて実施。

陰で目標達成ができました。

・少人数の情報集会開催→１０月に実施、回覧にて。

また今回も永保さんと大槻さん

・通年に亘る増強ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑの立ち上げ→増強委

より寄付を頂き、9 月 19 日の

員会に、今後 3 年間に会長就任予定の田後・小崎・

財団セミナーには胸を張って出

阪西各会員を加え、今後数年間に向けた取り組み

席できます。ご協力ありがとう

を行えるようにする。

ございました。

横江委員長

報告事項
１．第２７８０地区ガバナー事務所より
①地区大会

登録のご案内

本年度は 10 月 18 日（日）１日開催とさせて頂
き、現状を考慮の上、出席者は会長・会長エレ
クト・幹事に限定させて頂きたく、宜しくお願
い致します。
日時：10 月 18 日（日）14:00～点鐘 14:25～
会長幹事会
場所：鎌倉芸術館
②ロータリー研究会

15:05～本会議
登録締切日：9 月 30 日
第２部オープン・フォーラ

ム開催について
今年度のロータリー研究会は Zoom によるオン
ライン形式での開催となり、第 2 部ではクナー
ク RI 会長とライブで繋げ、オープン・フォー
ラムを行います。つきましては、第 2 部から各
クラブ会長が参加できますので、ぜひご参加を
宜しくお願い致します。
日時：11 月 25 日（水）20:00～21:00

登録締

切：10 月 6 日 ※登録者には、後日 Zoom アク
セス ID とパスコードをお送りします。
③２０２２年規定審議会立法案地区提案承認の件
8 月末までに地区内クラブに提出を依頼しまし

・阿部

毅会員

９月１５日

たが、茅ヶ崎 RC より 2 件の提案があり、RI

・小野

孝会員

９月２４日

細則による郵便投票を実施しますので、賛否を

＜小野会員ショートスピーチ＞

10 月 5 日までに郵送にてご回答下さい。

結婚５４年になり、良くもったと感心します。新婚旅行

（※両方の制定案は回覧にて）
制定案 1)理事会の会合の規定を改定する件

で伊勢に行き、台風でやっと着いたのを思い出します。
妻も８０才を超え、互いに元気でと思います。（要約）

2)地区の境界の廃止と変更に関する規定
を改正する件
※台北国際大会（来年６月開催）の参加予定表を回

例会プログラム
９月１５日ゲスト卓話

覧しております。ホテル予約の都合上、参加を予
定されている方は、申込み下さい。（詳細は回覧）

相模原警察署

２２日祝日休会

例会記録

●例会場 中国名菜「敦煌」

点

鐘

１２時３０分

〒252-0231 相模原市中央区相模原 2-13-1
TEL 042-756-6555 FAX 042-756-6559
●事務局 〒252-0239 相模原市中央区中央 3-12-3
相模原商工会館３Ｆ

場

所

「敦煌」

司

会

豊岡

斉

唱

ロータリーソング「奉仕の理想」

TEL 042-758-5750

FAX 042-758-1605

●Ｅ-mail：rotary@tbg.t-com.ne.jp

ソングリーダー
ゲスト

邵

淳ＳＡＡ
大槻

実会員

佳慧さん（米山奨学生）

出席報告
会

員

出席（出席対象 22 名）

事前メイク者

２９名

２５名

０名

欠席者

本日の出席率

修正出席率(8/25)

２名

●例会日

毎週火曜日

１２：３０～１３：３０

●編 集 親睦活動委員会
委員長：阿部
毅 副委員長：河野
委員：竹田
阪西

繁、黛
貴子、大槻

裕治、伊倉
実

●http://sagamiharanaka-rc.jp/

崇
正光

９２．５９％

９２．８６％

ロータリーにより開始されたと言われてます。
1985 年には、国際ロータリーが民間による国際

【Ｚｏｏｍ】
前回の例会は当クラブ

的な公共保健イニシアチブとしては、史上初かつ
最大規模となる「ポリオプラス」を開始しました。

初めての Zoom による例

1988 年、国際ロータリーと世界保健機関（WHO）

会を行ない、皆様のご協

が「世界ポリオ撲滅推進活動」（GPEI）を立ち上げ、

力を頂き、何とか無事に

当時の症例数は何と 125 カ国で、推定 35 万件以上

開催することができまし

でしたが、ロータリーの取組みが効果を表し、南

た。多くの皆様にご出席

北アメリカ大陸から 1994 年にポリオ撲滅が発表さ

頂き、出席率も大変高く、

れ、2000 年にはオーストラリアから中国に亘る西

一部の会員にお聞きしたところ、とても良かった

太平洋地域でのポリオ撲滅が宣言されました。

という感想を頂き、ご協力に御礼申し上げます。
昨今は新型コロナによる緊急事態宣言や、九州

2007 年の RI 規定審議会では、ポリオの根絶を
RI の最優先の目標とすることが承認され、2009

地方を襲った大型台風 10 号など、以前では考え

年には、ポリオ撲滅に対するロータリーからの寄

られなかった事態が続いており、今後もこのよう

付総額が約 8 億ドルに達し、ビル＆メリンダ・ゲ

な緊急事態が起こるかもしれません。もし通常例

イツ財団が、ロータリーからポリオ撲滅に 2 億㌦

会を開催することができない事態に陥った場合、

の寄付を条件に、ロータリーに 3 億 5500 万㌦の

先週行なった Zoom 例会を開催することになるか

補助金を提供することを発表しました。

と思います。ご理解とご協力をお願い致します。

その結果、世界ポリオ撲滅推進活動に合計 5 億
5500 万㌦が寄付され、2012 年にインドがポリオ

【アフリカ地域の野生型ポリオウイルス根絶宣言 】

常在国リストから除外され、ポリオ常在国数は 3

世界保健機関（WHO）は 8 月 25 日、WHO アフリ

カ国（ナイジェリア、パキスタン、アフガニスタ

カ地域の全 47 カ国にて野生型ポリオウイルスの

ン）のみになっていました。今回、ナイジェリア

伝播が、正式に断ち切られたことを発表しました。

において一定期間、ポリオ感染が見られなかった

これは、ロータリーが最優先事項として掲げてき

ことから、アフリカ地域でのポリオウイルスの伝

たポリオの世界的根絶に向けた、歴史的かつ重要

播が断ち切られたことが正式に発表されました。

な前進と位置付けられています。
ご存知の通り、ポリオ（急性灰白髄炎）は脊髄
性小児麻痺とも呼ばれ、ポリオウイルスにより発
生する疾病で名前の通り、子ども（特に 5 歳以下）

しかし、世界中であと 2 か国（アフガニスタン
とパキスタン）では、現在も野生型ウイルスによ
るポリオの感染が続いています。
世界からポリオを根絶しない限り、国から国に

が罹ることが多く、麻痺等を起こすことのある病

伝播し、今後 10 年以内に世界での年間発症数は

気です。主に感染者の便を介して移り、治療法が

20 万件に上るとも予想され、ポリオ常在国はわず

存在しません。ポリオ患者の 200 人に 1 人の割合

か２カ国ですが、ポリオ発症がどこかで起きてい

で、回復不能な麻痺が発症すると言われています。

る限り、感染の危険は世界中の子どもに及んでい

人類、特に子供たちにとり大変怖い疾病ですが、
安全なワクチンで予防可能であり、接種により 99

ることになり、気を緩めることができません。
当クラブでは今年度、エンド・ポリオのために

％が十分な抗体を獲得すると報告されています。

1 人 40 ㌦以上の寄付をお願いし、皆様から多大な

ロータリーのポリオ撲滅の取組みは古く、1979

ご協力を頂き、またロータリー財団の横江委員長

年にはフィリピンの 600 万人以上の子どものため、

の活躍により、何と既に目標金額を達成しました。

ポリオワクチンを購入・輸送するプロジェクトが

つまり今回、アフリカ地域におけるポリオ根絶が
＜裏ページに続く＞

達成できたのは、我々のクラブからの寄付があっ
たからであるともいえます！（笑）。
当クラブでは今後もポリオ寄付を受付ており、

その晩、私は子供と電話でよく話をして、子ど
もの理解を得ることができた。」私はロータリー
クラブに出会ってからは、独りぼっちではなくな

世界からポリオを根絶するという最終目標に向

った。今、日本には私の実家があり、日本の母と

け、もう一肌脱いでやろうという方、ビル・ゲイ

父がいる。また私をいつも正しい方向に導いてく

ツに負けられないと思っている方は、ぜひ横江委

れるロータリークラブがあるということを考える

員長まで声をお掛け下さい。（一部要約にて）

と、いつも心強い。私は、この出会いを一生大切
にしていきたいと思っている。』

＜米山セミナー資料

崔さんの「出会い」（抜粋）＞

（先週号「会長の時間」より）
『人は、生きていく中でさまざまな出会いがある。
またその出会いがきっかけで、人生が変わること

●佐々木会長、小崎幹事

もある。私は2009年4月から米山奨学生になった。

①皆さん、こんにちは！先週の初めての Zoom 例会、

米山奨学生には、奨学金による経済的な支援だ
けでなく、ロータリー独自の世話クラブとカウン
セラー制度による心の通った支援がある。
（中略）
数えきれないほどお世話になっているけれども、
その中でも特に忘れられないことがある。
ある日、国の実家から私がそばにいないことが

いかがでしたか？ 事前準備などありましたが、まぁ
何とかなった！? かと思います（笑）
②本日、ご結婚記念日祝の小野会員、阿部会員、
おめでとうございます。
③卓話の河野会員、宜しくお願いします。楽しみです!
●小野

孝会員

原因で、子どもが不登校になったと突然電話がか

①河野さん、卓話楽しみにしています。

かってきた。私は、どうしたらいいか分からなく

②結婚記念日祝をありがとうございます。

なった。その時（カウンセラーの）青木さんは私

●阿部

にこう言われた。「目標に向かって走っていると

①河野会員、本日の卓話楽しみです。

きに、気持ちが動揺してはいけません。目標を達

②米山奨学生の邵さん、ようこそ！厳しい環境の中で

成するまでは、様々な失敗や苦労があります。今
は崔さんもお子さんも、確かに寂しい思いをして
いるけれども、その代わり、崔さんが勉強を終え

毅会員

の大学生活でしょうが、頑張って下さい。
③結婚記念日祝、ありがとうございます。５１年目に入
りますが、妻ともども何とか元気で暮らしております。

て国に帰ったら、将来たくさんの障害を持ってい

●河野

る子供たちを助けられる。そのために崔さんが日

①結婚記念日お祝の皆様、おめでとうございます。

本で勉強しているということを、お子さんによく

②本日卓話をさせて頂きます。宜しくお願い致します。

説明してあげたら、お子さんもきっとわかってく

●永保

れると思います。」
夕方、青木さんの奥さんからメールが来た。
「崔

崇会員

固紀会員

暑いです！
●伊倉

正光会員

さん、困ったことがありましたら、一人で悩まず、

①河野会員の卓話、楽しみです。

いつでもいいから家に来てください。日本の実家

②小野会員、阿部会員、結婚記念日祝おめでとうござ

と思ってください。崔さんは私の娘です」メール

います。

を見た瞬間、涙が出てきた。日本に来てつらいこ

●田後

隆二会員

とがたくさんあったけれど、涙なんか流したこと

①リアル例会、１か月ぶりに出席します。

は一度もなかった。青木カウンセラー夫妻の気遣

②お祝の皆様、おめでとうございます。

いに胸が熱くなった。

③河野さん、卓話楽しみです。

