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〈市内RC 12月例会変更〉
日 付

クラブ

18日
（金）

静岡日本平

21日
（月）

静

場所／時間

21日
（月）

静岡中央

23日
（水）

静 岡 西

24日
（木）

静 岡 東

岡

ホテルアソシア静岡
11：30〜12：30
グランディエール ブケトーカイ
11：30〜12：30
中島屋グランドホテル
17：00〜18：00
ホテルグランヒルズ静岡
11：30〜12：30
ホテルアソシア静岡
11：30〜12：30

本日の例会案内
12月1日
（火）
ゲスト卓話
静岡大学 特任教授 藤巻
「静岡県の留学生の現状」
（プログラム委員会）

空玄

長

吉田

空玄

副会長

小野田

貴

幹

小野田

貴

事

副幹事

青木

丈洋

RI会長 ホルガー・クナーク ／ Rotary Opens Opportunities

2020年11月17日 ［火］ 第1410回例会

出席報告

静岡北
ロータリークラブ

（第1411回例会）

天候：

会長挨拶

吉田

コロナも感染者がジワリと増えてまいりまして、
第３波の始まり
の様相です。
ネアンデルタール人の遺伝子を受け継いでいる人はより
感染しやすく、
よってヨーロッパ人はより重篤化のリスクを負う
ようです。
日本人もその遺伝子を持っている人はおりますが
アジア人全般、比較的少ない傾向ですがインド人は欧州に
近い人種のようで感染者が多数になっております。
菅総理大臣が「２０５０年までにCO₂排出０社会にしよう」
と小泉環境大臣と共に宣言致しました。言うは易し行うは
難しでその方法がはっきり致しません。
再生可能エネルギーに
シフトするのか原発に頼るのか電力の製造の仕方がこれから
の課題です。
先日メルセデスGLC F-CELLという燃料電池車に試乗
してきましたが、なかなかいい出来で乗り心地最高の車
でした。
車体リアシート下に水素ボンベを設えたSUV車ですが、
その為地上高が低いことが欠点です。
日本車にトヨタミライという燃料電池車が先行販売されて
おりますが、
これはEV車の次にくる日本のまさに未来です。
リチウムイオン電池のノウハウ全てを韓国中国に盗まれた日本
としてはF-CELL車は最後の切り札です。
トヨタが静岡県裾野
市に造る未来実験都市は、
この水素燃料電池を基に環境
にやさしく永続可能なエネルギー都市をめざすものです。
先行しているのがドイツですが、
アメリカ中国が本気でこの
世界に参入すれば地球規模の環境重視の世界になると
思います。
シェールガスオイルを産出する米国の国益を考える
と難しいかもしれません。

トヨタミライ

12月8日
（火）
年次総会「次々年度 会長・幹事選出」
会員卓話…石垣 徳夫会員（米山記念館訪問 報告）
※例会終了後 役員・理事会 開催

幹事報告
• 次週は休例会です。
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■杉山 義郎会員
佐野さん、本日の卓話よろしくお願いします。
■岸
好子会員
私が担当しているFM-Hi！では、
今年も恒例の「昭和
の名曲 ミュージック・
トリップ」年末特集番のリクエスト
募集期間が参りました。
例年皆様のリクエストご紹介楽しみにしています。
■山﨑 俊昌会員
メモリアルデーのお花、
ありがとうございました。
結婚記念日のことを2人ともすっかり忘れていたので、
明日18日に急遽食事会になりました。

空玄会長

義博様

次回のプログラム

おめでとう

貴幹事

静岡北RACスマイル
■内田 英男会員
全会員が頑張って会員を増やしましょう。
新会員卓話

箱根駅伝を走るには
明治安田生命保険（相）
静岡支社 佐野 匡英会員
■ 大会の概要と開催の歴史
箱根駅伝の正式名称は
「東京箱根間往復
大学駅伝競走」で、毎年1月2日と3日の2日間にわたって行わ
れる大学駅伝です。
関東学生陸上競技連盟が主催し読売新聞社が共催してい
ます。出場校は20校で、
これとは別に出場校以外の競技者に
よる関東学生連合チームが参加します。
コースは、
東京都千代田
区大手町・読売新聞東京本社ビル前から、鶴見、戸塚、平塚、
小田原の各中継所を経て神奈川県足柄下郡箱根町・芦ノ湖
までの往復で、往路107．
5ｋｍ、復路109．
6ｋｍ、計217．
1ｋｍです。
第1回大会が行われたのは、1920年2月14日で、
日本人五輪
選手第1号の金栗四三が、
「五輪で日本を強くするには、
長距離、
マラソン選手を育成すること」
と発案したことがきっかけで、
アメ
リカ大陸の継走での横断を実施するための代表選考会という
位置付けで行われたそうです。
また別の説もあるみたいで、
それは箱根駅伝は飛脚制度をもと
に、手紙に見立てた襷を、東京から東海道の宿駅があった鶴見
（川崎宿）
、
戸塚
（戸塚宿）
、
平塚
（平塚宿）
、
小田原
（小田原宿）
で引き継ぎ、箱根町郵便局（箱根宿）
まで届ける観光イベント
だったという説もある。
その目的は、箱根で観光客が少なくなる
冬に観光客を呼びこみ、2日間に渡って開催する事で旅館や
ホテルに宿泊してもらうためだったと言われている。
第二次世界大戦中の1941年から一時中断されたが、1943年
に一度だけ戦時下で開催されましたが、
その後、
再び中止となり、
戦後の1947年に復活。第32回
（1956年）
から現在の1月2・3日

の開催となったそうです。
箱根駅伝には関東学連加盟校のうち、前年大会でシード権を
獲得した大学10校と、予選会を通過した大学10校の計20校
と、
このほかに関東学生連合チームを加えた21チームが出場
できます。
静岡出身の選手としてはおととしの箱根駅伝で関東学生連合
チームから東大選手では14年ぶりとなる近藤秀一選手が1区を
走りましたが、近藤選手は県内の韮山高校出身で静岡県の
駅伝ファンは大いに盛り上がりました。
ちなみに私が走りました74回・76回大会では出場校が15校
でしたので多くの大学に出場の可能性が与えられるようになった
と感じています。
さてここで箱根駅伝の優勝回数が多い大学はどの大学でしょうか。
1位 ： 中央大学 14回
2位 ： 早稲田大学 13回
3位 ： 日本大学 12回
4位 ： 順天堂大学 11回
5位 ： 日本体育大学 10回
以下、6位 ： 明治大学 7回
7位 ： 駒澤大学 6回
8位 ： 大東文化大学、東洋大学、青山学院の4回
■ 高校生の時期までに置かれたい環境
ではここからは自身の経験も踏まえどうすれば箱根駅伝を走れ
るかについてお話しさせていただければと思います。
まず、箱根駅伝を目指すには高校時代に長距離の強い強豪校
に入学することが近道です。高校では多くの長距離選手がイン
ターハイと全国高校駅伝出場を目指して練習に励みます。私の
話しをしますと、私は愛知県豊川市出身ですが、
当時東海地区
で長距離の1番強かった岐阜の中京商業高校（現在の中京
高校）
に入学しました。
インターハイには出場出来ませんでしたが
全国高校駅伝には2年と3年に出場しました。
その当時の監督
がもの凄く厳しい方でして、練習だけではなく日常生活において
も、
いろんな事で大変な3年間でした。
しかしながら、監督は全国
的に有名な監督で、過去に全国高校駅伝優勝2回、
ＯＢには
ソウル五輪代表の米重修一さん、
アトランタ五輪代表の実井
謙二郎さん、
そして同級生に現在の1500ｍの日本記録保持者
の小林史一を輩出しております。
その監督ですが私が高校3年
生の全国高校駅伝直前にくも膜下出血で47才の若さで亡く
なってしまいました。
その当時、陸上競技マガジンでは監督の
特集が組まれるなど、亡くなってから偉大な先生だったことを
改めて実感したことを思い出します。
大学は早稲田大学に入学しました。
早稲田大学といえばこの人、
瀬古利彦さんを思い浮かぶ人が多いと思いますが、私が入学
した当時、早稲田大学に渡辺康幸さんと入れ替わりで入学した
のですが、早稲田大学の黄金時代がちょうど過ぎた頃に入部
しました。現在の早稲田大学の監督である相楽豊監督は、私が
4年生の時の1年生でした。
箱根駅伝を走るにはチーム力が重要で、箱根駅伝本選に出場
できるチーム力が無くてはならないですが、今の青山学院や
東海大学・駒澤大学みたいに選手層が厚すぎても、
これまた
選手に選ばれるのが大変になってきます。
私も入部するときはマネージャーにでもなろうと思っていたのです
が、当時の早稲田は思ったよりも選手層が薄く、
もしかしたら
自分でも走れるかもしれないと思ってしまった訳なのです。箱根
駅伝優勝を目指すのではなく、走ることが目標であれば相応の
大学を目指すことをお勧めします。
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SHIZUOKA NORTH ROTARY CLUB WEEKLY BULLETIN

