
　　　

▼卓話予告

12/21　「上半期を振り返って」

　　　　　　山本昌市会長

1/11　新年初例会

　　（シェラトン都ホテル）

地区大会

　本日は今週末、大阪国際会議場で

開催されます地区大会の詳細をお話

しさせて頂きます。

　まず1日目（12月9日）の開会式では、

オープニングに祝能「翁」をご覧いた

だきます。出演は大阪北ＲＣ会員の大

槻文蔵さんで今般、人間国宝に認定

されました。

　開会式の後は、次の3部門で分科会

が開催されます。

１．会長幹事・一般部門分科会では

「嫌われる勇気」の著書で有名なアド

ラー心理学の岸見一郎さんに嫌われ

る勇気、そして幸せになる勇気をご講

演いただきます。

２．ロータリー財団・一般部門分科会

では、財団100周年を記念してユニセ

フ、ニューヨーク本部上席、アドバイザ

ーの山口郁子さんにポリオ撲滅につ

いてご講演をいただいた後、地区役

員とシンポジウムを行います。

３．会員・家族文化会は東日本大震

災で被災した浪江町出身で、現在当

地区と被災地のロータリーの支援によ

り、オーストリア国立音楽大学ピアノ科

に留学中の吉田昴城さんのピアノコン

サートと、留学支援に尽力された高槻

西ＲＣの近藤真道会員の講演です。

　ポリオ撲滅活動については、パネル

展示に加えバーチャルリアリティーに

よるプレゼンテーションが実施されま

すので是非ご覧ください。

　国際ロータリー会長代理には台北

北RCの張吉雄PGが指名されました。

歓迎晩餐会は18時からリーガロイヤル

ホテルで開宴されます。
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言行はこれに照らしてから

１．　真実か　どうか

２．　みんなに公平か

３．　好意と友情を深めるか

４．　みんなのためになるか　どうか

四つのテスト

八尾ＲＣバナーの主旨
「我々のクラブは、老いも若きも
相手を敬愛し、和気あいあい、
楽しいクラブライフを送っている
ことが誇りであります」
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▼開　会　「点　鐘」

▼ロータリーソング

　　「四つのテスト」

▼ゲストの紹介

　金光八尾高校　前田裕子様

　米山奨学生　三宅　建様

▼出席報告

▼その他の報告

▼会務報告

　「会長の時間」「幹事の時間」

▼ＳＡＡ報告　ニコニコ箱

▼閉　会　「点　鐘」

会 長 の 時 間

 



　2日目（12月10日）はオープニングに、

片岡リサさんの筝と小林鈴純さんの尺

八の歓迎演奏があります。

　本会議の諸行事の後は、テレビのコ

メンテーターでお馴染みの毎日新聞

社特別編集委員・岸井成格さんによる

基調講演「日ロ首脳会談と政局の行

方」を行います。15日にプーチン大統

領が来日し、山口で安倍首相と会談と

いう又とないタイミングと思われます。

　地区大会とは、地区を単位として地

区内外のロータリアンとその家族が年

に一度、一同に会する場で、ロータリ

ーに関する情報交換が行われる場で

もあり、親睦の場ともなります。近隣ク

ラブ間では交流する機会も有りますが、

同じ地区内でも遠いクラブと交流をも

つのは難しいもので、地区大会はロー

タリーを広げるチャンスです。

　皆様、一人でも多くの会員が家族の

皆様と供に今回の地区大会に参加し

て頂きますようお願い申し上げます。

▼本日例会後、理事会を開催しま

す。

▼9、10日に地区大会が開催されま

す。該当委員長は分科会にご出席

をお願いします。

▼次週は忘年家族会のため、例会

の時間と場所が変更になっておりま

すので、ご注意ください。17：30～

例会です。

１）　2018-2019年度　会長

　　　　　山本　勝彦　会員

全会一致で承認

２）　2017-2018年度　理事・役員

会　　　長　：　菅野茂人 会員

直前会長　：　山本昌市 会員

副 会 長　：　宇野泰正 会員

幹　　　事　：　長竹　浩 会員

会　　　計　：　新宮一誓 会員

Ｓ  Ａ  Ａ　：　吉田法功 会員

クラブ奉仕担当理事 ：　

　　　　　　　　宇野泰正 会員

職業奉仕担当理事 ：　

　　　　　　　　飯田寛光 会員

社会奉仕担当理事 ：　

　　　　　　　　児林秀一 会員

国際奉仕担当理事 ：　

　　　　　　　　松井良介 会員

青少年奉仕担当理事　：　

　　　　　　　　野村俊隆 会員

全会一致で承認

▼指名委員会・

　　中川　將　委員長

　先日、早まって委員会の解散を宣言

しましたが、本来は本日というご指摘を

いただきましたので、本日をもって指

名委員会を終了いたします。

▼中川　將　会員

　77歳、これまでよく生きてきたと思

います。おかげさまでなんとかやっ

ております。

　おととい、昨日とゴルフもさせてい

ただいているので、まだまだ元気で

頑張ります。

▼米山奨学生・三宅　建　様

　息子は最近、ようやく首が座って

きました。妻も元気にしております。

 私は今月末までに修士論文を提

出するように言われ、頑張っている

ところです。

▼社会奉仕委員会・

　　宮川　清　委員長

　５日、安中小学校へプロジェクタ

の寄贈を行いました。

 当日は全校児童約600名が集まり、

手話集会をされていました。体育館

で手話コーラスなどを１時限目の授

業として行われ、保護者や教育委

員会の方々も参加しておられました。

▼親睦活動委員会・

　　村本　順三　委員長

　次週、忘年家族会をセントレジス

ホテルで開催します。多数のご参加

をお待ちしております。

「日本ラグビーの現状と展望」

▼奥村　光生　様　

　八尾で育ち、阪南大学一本で過ご

してまいりました。それが終わってほ

ぼ４年、こんな大人数の前で話すのは、

久しぶりです。

　ラグビーのことを少しでも知ってもら

えれば、うれしく思います。そして、ラ

グビーを応援してもらったら幸いです。

　私は高校１年でラグビーを始め、３

年生のころには「青春とは何だ」という

年 次 総 会 を 開 催

喜 寿 の お 祝 い幹　事　報　告 卓 　 　 　 話

そ の 他 の 報 告



劇画が流行しました。おかげでラグビ

ー部にもたくさん部員が入ってきまし

たが、やはり練習が厳しいので、20数

名入ってきたうちの６名しか残りません

でした。当時の15人制の大会には、わ

ずか17人で出場しました。

　ラグビーが子どもたちの人格形成に

少しでも役立てばと思い、今も関わっ

ています。

　他のスポーツと比較しますと、野球

は攻守がはっきりしており、バレーなど

はネットをはさんで対戦します。しかし

サッカーやラグビー、バスケなどはコ

ート内を駆け巡り、攻めと守りが瞬時

に入れ替わる種目です。

　攻めているときにミスが起これば、た

ちまちピンチにつながります。絶えず

攻防が入れ替わる状況で戦うスポー

ツです。

　そして特徴的なのは、球技の中でラ

グビーだけは丸くないボールで、楕円

形をしています。ボールの質も、時代

とともに向上しています。

　得点はトライ５点、その後のキックで

２点、ペナルティやドロップゴールで３

点が入ります。このため大差がつく試

合もあります。中には50分で250点とっ

た試合もありました。実力差があると、

今でもこれぐらいの差がつきます。

　オリンピックでは７人制が採用されま

したが、広さは同じです。

　ラグビーはボールを前に投げてはだ

めで、近年はイエローカードで7分ま

たは10分の退場があります。昔は首の

事故が多く発生したので、ルールなど

も改正されています。

　ラグビーは相手にタックルされるスポ

ーツなので、自分がボールをもった瞬

間に相手チームの15人が敵になりま

す。ボールを持つ自分めがけて、相

手が突進してくるのです。

　その中で瞬時に判断して、パスやキ

ックなどをします。

　昨年のワールドカップで、日本は南

アフリカに勝ちました。私もテレビで観

戦していて、うれしくて涙が出ました。

　日本代表は、かつては純日本人の

チームでしたが、今では帰化した人も

入れています。いったん日本代表に

なれば、他国の代表にはなれません。

選手がこれを選択します。

　日本ラグビーのレベルが向上したの

は、外国人選手への慣れもあると思い

ます。今では国内リーグでも、外国人

選手がたくさんいます。外国人は、や

はり日本人とはパワーが違います。

　日本代表の活躍のおかげで子ども

たちのラグビー人気が高まりましたが、

中学生や高校生では少ないのが現状

です。やはりきついので、続かないよう

です。

　これは他の競技で言うと相撲も同じ

で、上位の力士はモンゴル人ばかりで

す。相撲に取り組んでいるのは、関西

では近畿大学ぐらいです。

　いわゆる「きつい、きたない、きびし

い」の３Ｋですが、最近増えているの

は女子選手です。オリンピックでも女

子の日本代表が勝ってくれました。

　ラグビーは確かにきついスポーツで

すが、しかし指導者に問題もあると思

います。チームを強くしようとして鍛え

るあまり、優勝すると燃え尽き症候群

になり高校で辞めてしまうのです。

　段階的な指導が、ラグビーでは遅れ

ていると思います。これが定着を妨げ

ているのではないでしょうか。

　親にとっても、自分の子どもたちにラ

グビーをさせるかというと、なかなかラ

グビーを選択する親は少ないでしょう。

　しかし「どんな大人にしたいか」という

人間形成の問題なのです。

　人には適材適所があります。サッカ

ーならゴールキーパー以外は皆、ほ

ぼ同じ動きしかしませんが、ラグビー

はポジションごとに役割が異なります。

　また他のスポーツでも、今は親が関

わり過ぎと感じます。野球の送り迎え

を、お父さんがやっています。これで

は子どもの自立心が乏しくなります。

我慢なども覚えません。

　また、失敗の経験が少な過ぎるとも

思います。やがて大きくなってから失

敗しても、その後の対処法がわからな

い人が増えています。

　ラグビーを通して、動く人間ではなく、

日時：２０１６年１２月７日（水）

承認事項

１.　議事録承認

２.　会計報告

３.　八尾市青少年問題協議

会委員の派遣

４.　「財団100周年を祝う」熊

本地震復興支援プロジェクト

へ協力お願い

５.　忘年家族会米山奨学

生・事務局参加

６.　忘年家族会金光八尾高

校ＩＡ顧問参加

７.　初例会

８.　事務局年末年始休暇

理 事 会 議 事 録



働く人間を形成するために、そしてい

ろんなプレッシャーにつぶされないよ

うな力をつけてもらうために、これから

もラグビーに関わっていきたいと思っ

ています。

▼山本（昌）会長　今週末9、10日

の地区大会の参加、皆様よろしく

お願い申し上げます。

▼田中副会長　奥村様、本日卓

話宜しくお願いします。ＢＢＳボク

シング活動へ当クラブから５名の

参加を頂き、盛り上がっています。

ありがとうございます。

▼山陰幹事　奥村様、本日卓話

よろしくお願いいたします。

▼佐野会員　師走に入りました。

一年間有難うございました。

▼松本会員 今日も朝を向かえる

ことができました。無事に生きてお

ります。

▼中島会員 35年在籍内祝。

▼寺坂会員　今年も残り１カ月を

切りました。

▼中川（將）会員　おかげ様で喜

寿をむかえました。今後共宜しく

お願い致します。

▼小山会員　本日の卓話宜しく。

ご夫人誕生日。

▼山本（勝）・中川（廣）・松井・児

林・西村会員 例会欠席お詫び。

▼菅野会員　本日の年次総会よ

ろしくお願いします。

▼今西会員　早退。

▼飯田会員　良い事がありました。

難しい仕事終わりました。

▼濱岡会員　在籍内祝い。誕生

内祝い。

▼吉田会員　菅野さん、長竹さん、

野村さん、中西さんありがとうござ

いました。

▼宮川会員　12月5日安中小学

校、手話教室へ行ってまいりまし

た。

▼野村会員　菅野さん、長竹さん、

吉田さん、中西（広）さん先日はあ

りがとうございました。またお願い

します。

▼大熊会員　良い事がありました。

誕生内祝い。

▼福田会員　早いもので入会から

１年たちました。おかげ様で有意

義なロータリーライフを過ごせて

おります。今後共みなさま宜しくお

願い致します。在籍内祝い。

八尾ロータリークラブ会報 クラブ広報委員会
お気付きの点がございましたら、
広報委員会までご一報下さい

委員長 ▼ 小谷　逸朗　　副委員長 ▼ 奥谷　英一
委 　員 ▼ 池尻　誠　　吉本　憲司

ニ　コ　ニ　コ　箱

■ 出席報告

月日

11/16

11/30

12/7

会員数

58

58

58

出席

37

38

43

（内出席規定適用免除者）

6

6

9

メークアップ

4

出席率

72.55％

74.51％

79.63％

確定出席率

80.39％

今 後 の 予 定

月 火 水 木 金 土 日

理事会
年次総会

忘年家族会

（休会）

地区大会

月

疾病予防と
治療月間

月 火 水 木 金 土 日

理事会
新年初例会

（休会）

国際協議会
（アメリカ・サンディエゴ、15～21日）

月 職業奉仕月間
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