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鈴木恭浩会長

2022. ５.12

バッチ授与

くもり

司会

斉藤守会員

誕生日お祝い

山本会員

山口会員

国歌「君が代」 ロータリーソング 「奉仕の理想」
◎本日の出席状況
出席：24 名（21 名）中 12 名

57.14％

欠席：山﨑・長野・大原・草野・三須・行方・斉藤（英）・平山・松本（藤井・鯨井・遠田）各会員
◎メークアップ：５／ 12 分

山﨑・草野・斉藤（英）～鎌ケ谷 RC 合同親睦ゴルフ大会
三須～理事会

◎５月三つのお祝い
・会員誕生：藤井・山本

各会員

・配 偶 者：なし
・結婚記念：山口・斉藤（英） 各会員
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鈴 木（ 恭 ） 会 長

最近のスポーツの話題から…先日も話がでていましたが、千葉ロッテマリーンズの佐々木朗希投手につい
てです。完全試合と奪三振記録と異次元の活躍をしています。そんな中で、主審が佐々木選手に詰め寄ると
いうことがあり、話題になっていました。簡単に言うとストライク・ボールの判定に対して、不満そうな態
度が見られたので、試合を中断して主審がマウンドに向かって興奮気味に注意を行った…と言うことでした。
またその様子を見た 18 歳の松川捕手が間に入って宥めたということもあり、大人気ないと主審の行動に関
して批判の声が上がりました。
総括して言うと批判的な意見では・自分の歳の半分にも満たない選手たちに対して主審が大人気ない・何
か直接の抗議などのルール違反があった訳ではないのに試合を止めてまで注意する必要はない・その日の主
審の判定は首をかしげるものが多かった・年少の選手だからではないかなどです。それに対して反論もあり、
・
そもそも野球において審判は絶対であるので態度だけでも良くない・プロ野球でプレイしていくなら審判に
嫌われるような態度を取るのは損などです。これに関して数日マスコミでは話題になっていましたが、当人
２名からもロッテ球団と NPB から明確な説明がなく、もやもやしたまま放置されています。
両方の主張は理解できるのですが、結局何が問題で注意を行ったのか、興奮して詰め寄る様な態度は問題
はないのか、しっかりとした説明は必要だったのではないかと思います。双方ともに反せすべきことがあれ
ば反省し、それを公表すべきだったと思います。何より観客やファンを蔑ろにしているのではないかと思い
ます。個人的には大衆に迎合的ではありますが、審判へつらう様なプロ野球は見たくないです。少なくとも
個人的には楽しい映像ではありませんでした。
情報の出し方に関しては、高校サッカーの体罰とその後の対応で問題になっている秀岳館高校も問題に
なっています。プロ野球と高校という公器では状況が違うとは思いますが、誠実な情報開示とその出し方や
タイミングなどしっかりと考えた対応が必要であると思います。知床遊覧船の運営会社社長の対応に関して
はコメントしたくありません。とにかくどの話題も気持ちのいい話はなく残念でした。

幹 事 報 告

三須幹事

１．５月のロータリーレートは１ドル 130 円です。
２．本日は鎌ケ谷ロータリークラブとの親睦ゴルフ大会開催の為、山﨑会員・草野会員は
そちらに出席しております。
３．4 月 29 日（金・祝）に開催されました地区研修・協議会の部会別会議でご説明のありました「奉仕プロ
ジェクト部会

アンケート並びに質疑事項」の用紙が届いております。

次年度社会奉仕委員長・国際奉仕委員長・青少年奉仕委員長の方は宜しくお願い致します。
４．地区よりトンガ王国支援・ウクライナ支援のお礼と報告が届いております。
５．RLI（ロータリー・リーダーシップ研究会）より DL コース開催のご案内が再度届いております。参加
希望の方はご連絡下さい。
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理事会報告（５月定例）
１．次年度三つのお祝い用品について
・日本酒・ワイン・お花・焼き菓子の希望をとる
※承認
※アンケート用紙の作成
２．地区研修・協議会（４月 29 日開催）の報告
※中村会長エレクト・水庫次年度幹事より報告がありました
３．次年度予算案について
※承認

修正箇所あり。修正後、理事へメール報告。

４．長野会員ご息女

地区ロータリー青少年交換学生

志願書申請について

・先日の地区協議会の青少年委員会で説明がありました「ロータリー青少年交換プログラム」に長野会員
ご息女（長野楓花 様

現在 18 歳

高校３年生）が志願のご希望があることから申請について可否をお

諮り致します。
※申請について賛成
５．事務局

承認

複合機入替について

・５／ 22 でリース契約満了の為
・コロナ禍で例会が休会となり出力が減少したことから保守料金の最低プリント料金負けが発生。
・リース料金や最低プリント料金を見直し、複合機のコスト削減をはかる。
※承認
「その他」
１．事務局の電話機交換について
・主に使用している子機のバッテリー劣化により短時間で充電が切れる
・メーカー販売終了商品の為バッテリーだけの交換が不可
※買い替えの報告
２．ガバナー補佐エレクトより

報告事項

・クラブが抱える課題について話し合う。
◎各委員会報告
・雑誌会報委員会

ロータリーの友５月号のみどころ

・財団委員会

マルチプル５回目、斉藤守会員（バッチの授与）

本日の卓話

会員スピーチ ・誕生日

山本会員

・結婚祝い

山口会員

・財団マルチプル

斉藤守会員

ÔÈÅǽÒÏÔÁÒÙǽÃÌÕÂǽÏÆǽÆÕÎÁÂÁÓÈÉ ᴪ ÅÁÓÔ

×ÅÅËÌÙ ÒÅÐÏÒÔ

・50 回目の結婚祝いを祝っていただきました。ありがとうございました。

山口

習明

・誕生日のお祝い、ありがとうございました。お花、毎年楽しんでいます。

山本

宏子

・本日は遅参しまして申し訳ありませんでした。代行いただきました水庫会員・鈴木会員ありがとうござい
ました。

鈴木

恭浩

・山本会員、卓話ありがとうございました。いじめの問題は子供だけではないようで、ロシアのウクライナ
いじめもどうにかなりませんか？

織戸

豊

・山本先生、複雑な相続税申告を紹介いただいており感謝してます。山口会員ごくろうさまです。ロータリー
同期生です。

岡田

敏男

・財団のバッジをいただき、有難うございました。今後も小さな奉仕ですが積み重ねて参ります。
斉藤

守

・ロータリーの友、５月号のみどころを発表させて頂きました。青少年奉仕月間に因んで、特に２歳時から
スマホを使用していることで弊害が出ている事におどろきました。
・幹事代行させて頂きました。不慣れな点はお許しください。

水庫

直子

鈴木

隆男

・所用のため、早退します。申し訳ありません。
・相澤会員よりニコニコをいただきました。

今 週 の ニ コ ニ コ BOX

５・６月のプログラム
５月19日（木） 地区研修・協議会に参加して
次年度第１回クラブ協議会
13：30～15：30
26日（木）「青少年奉仕月間」に因んで
６月２日（木） 三つのお祝い・会員スピーチ
理事会
９日（木） クラブ年次総会
週報今週の担当

水

庫

５月 12 日

23,000 円

累計

655,000 円
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