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会員卓話 SPEECH
野球の発展に尽くす
マツザキガーデン代表取締役

松 﨑 智 弘

会員

いわき中央インターの手前にある
マツザキガーデンを営んでいます。
祖父の時代に創業し、私で三代目、
３年後に 50 年を迎えます。私は昭
和 45 年に生まれました。母が教員で、私自身も日本
史の教師になることが夢でした。しかし、高校時代
の低空飛行が災いしまして、着陸した大学は筋肉の
最高学府・日本体育大学でした。
入学して間もないころ、英語のテストがありまし
た。大学のテストですからそれ相当なレベルだと思っ
て臨みました。第一問。次の会話文の（ ）に単語
を書きなさい。Ａさん How are you ？ Ｂさん I’m
（ ）. 私の浅はかな知識では fine しか思いつきませ
ん。大学のテストですからそんな簡単なはずはない、
と思い、一度パスして次の問題に進みました。とこ
ろが、二問目以降もどう考えても中学１年レベルの
問題が続きます。１週間後、テストの結果発表があ
りました。平均点は 45 点。やはり難問だったのかと
思っていると、
先生曰く「長く英語を教えていますが、
初めて 100 点満点が出ました。100 点は松﨑君」。同
級生の歓声に包まれる中、大変なところに入学して
しまったと感じました。平均 45 点の同級生は本職の
部活では日本を代表するアスリートぞろいでした。
大学４年になり、教員採用試験を受けました。残
念ながら不合格でした。ふくしま国体の前年であり、
国体優勝を目指し、ポイントを獲得できる優秀な選
手を全国から採用した年でした。愛知県出身の大学
の同級生は自分の名前のスペルも間違える猛者で、
採用試験のための勉強は１秒もしていませんでした。
その彼が採用されたことに愕然としました。

2019～2020年度
国際ロータリーのテーマ

さて、私は仕事の傍ら、14 年前にマツザキガーデ
ンジュニアスポーツ少年団という小学生の野球チー
ムを創りました。卒団した選手の中には、黒須さん
のお孫さんのように甲子園に出場する選手もいて、
活躍する姿をテレビで見るのが楽しみの１つです。
しかし、野球が今、危機を迎えています。私が小学
生のころは、ソフトボールと野球で 130 チーム以上、
３千数百人の子どもがいましたが、現在では 35 チー
ム、500 人ほどに減少しています。人口減少以上に野
球人口の減少は加速度的に進んでいます。この 10 年
で、小学生の競技人口は 35％、中学生は 50％減りま
した。中学校の部活での軟式野球は 10 年以内に消滅
するとも言われています。私のチームも 10 年前の 64
人が現在は 34 人になっています。
野球人気の衰退にはいくつかの原因があります。
一つはバットやグローブなど、用具にお金が掛かる
点です。次にテレビの地上波放映が減ったこと。さ
らには余暇の多様性です。中高生に人気のスポーツ
ランキングは①水泳②サッカー③テニス④卓球⑤バ
スケ⑥ダンスで、野球は 7 位です。ちなみに磐城高
校野球部は 30 人ですが、
応援するチアガールは 20 人、
吹奏楽部は 100 人います。うちのスポ少の子どもた
ちに将来の夢を聞くと１位はなんとユーチューバー
です。練習中に動画を撮影しようとする子どももい
ます。
野球の試合時間の長さも問題です。サッカーやラ
グビーなどほとんどが２時間以内に終了しますが、
プロ野球は平均３時間 20 分です。若者はお金と時間
が掛かるスポーツに興味を持たなくなっており、野
球も７回までとか、２アウトチェンジなどのルール
改正が求められるかもしれません。
そんな中、１つ良いニュースになるかもしれない
ことがあります。春の選抜高校野球で、磐城高校が
21 世紀枠の福島県代表に選出されました。ネットの
出場校予想サイトでは本命に挙げられています。も
しかすると、１月 24 日に朗報が届くのではと、期待
しています。今後も微力ではありますが、野球に携
わり、発展に少しでも寄与できればと考えています。

「ロータリーは世界をつなぐ」
ROTARY CONNECTS THE WORLD

「出席はロータリアンの３大義務の１つです」
委員会報告・会員報告

司会：佐々木幹事
〔点鐘・ロータリーソング（我等の生業）
・四つのテ
スト（野沢達也会員）〕

◆出席委員会（渡邉博之委員長）
例会日
11 月 28 日

（11月20日）

31 名

―

阿部弘行さん、佐々木貢一さん、八幡恭朗さん、
加賀広美さん、清水和政さん、森雄治さん。
★ 誕生祝

鈴木 雄大さん

51 名

メーキャップ数

◆ロータリー財団委員会（村田祐二副委員長）

野沢達也会員

★ 結婚祝

基本会員数 出席者

清水 和政さん



以上６件

◆米山記念奨学会委員会（鈴木弘康副委員長）
阿部弘行さん、佐々木貢一さん、八幡恭朗さん、
大久保健蔵さん、加賀広美さん、鈴木弘康さん、清
水和政さん、関口武司さん、山崎洋次さん、森雄治
以上10件
さん。

（11月29日）

ハッピーバースデーソング斉唱

◆会長挨拶ならびに報告
いわき民報さんに今週の火曜日ま
で「やま（炭鉱）の兄妹」が連載さ
れていました。好間の炭鉱の話です。
私の家業も炭鉱から始まったので、
興味深く読んでいました。過酷な労
働であり、当時の生活は大変だったと思います。で
も、地域の人たちが助け合った生活は、貧しくとも
心は豊かだったと感じます。隣人との付き合いが希
薄な現代と、どちらが幸せなのかと、考えさせられ
ました。
いわき民報の１面にコラム「片隅抄」があります。
会員である野沢社長さんは毎週木曜日を担当してい
るそうですので、みなさんもぜひお読みください。
※先の台風 19 号で被災した会員にクラブと 2530 地
区からのお見舞いが贈られました。

◆幹 事 報 告
⃝ 2 018 － 2019 年度決算の追加書類を各自のボック
スに入れました。
⃝分区新入会員セミナー、ハワイ国際大会、１月 19
日のゴルフ愛好会の出欠回答をお願いします。

◆スマイルボックス委員会（黒須幸雄委員長）
♥阿部弘行さん（松﨑智弘さん卓話お願いします）
♥佐々木貢一さん（松﨑智弘さん卓話よろしくお願
いします）♥清水和政さん（誕生祝ありがとうござ
います）♥鈴木雄大さん（本日は、結婚祝をいただ
きましてまことにありがとうございます）♥村田祐
二さん（遅くなりましたが、先日は結婚祝有難うご
ざいました）♥松﨑智弘さん（本日の卓話よろしく
お願いします）♥加賀広美さん（松﨑さん卓話宜し
くお願い致します）♥新田俊彦さん（松﨑さん卓話
よろしく）♥大久保健蔵さん（松﨑さん卓話よろし
くお願いします）♥飯野光世さん（松﨑会員の卓話
よろしくお願いします）♥八幡恭朗さん（松﨑さん
卓話よろしくお願いします）♥小野寺順正さん（松
﨑会員卓話楽しみにしています）♥三瓶和秀さん（卓
話よろしくお願いします）♥山崎洋次さん（松﨑さ
ん、卓話よろしくお願いします）♥鈴木弘康さん（松
﨑さん卓話宜しく御願い致します）♥渡邉博之さん
（いわきFC、昇格おめでとうございます!!） 以上16件

★本日の例会案内 12月５日（木) 12：30 ～
新入会員卓話
積水ハウスいわき支店長 佐藤尚誠会員
お食事メニュー＝銀鱈の西京焼き
★次回の例会案内 12月12日（木) 12：30 ～
年次総会
お食事メニュー＝ビーフシチュー

鈴木俊哉
関口武司
五十嵐敦
八幡恭朗
会報・広報委員会
会報・広報委 員 会 安田信二

