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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング  「我等の生業」

●ゲストの紹介　

　八尾市長　田中誠太様

●ビジター紹介

　ガバナー補佐　鈴木慶一様（大阪南ＲＣ）

　ガバナー補佐エレクト　加茂次也様（東大阪ＲＣ）

　茨木西ＲＣ　ＲＹＬＡ実行副委員長　角谷真枝様

●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

●卓　話　「中核都市・八尾　市政施行70周年」

　　　　　　　　　八尾市長　田中誠太様

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

9/5　「ロータリーの友月間に因んで」　

　　　　　クラブ広報委員会　相馬康人委員長

9/12　「八尾市の里親の現状」

　ふたば里親会会長　辻本眞波様

　東大阪子ども家庭センター職員　緒方裕子様

9/19　　ガバナー公式訪問

　　　　　　ＲＩ２６６０地区ガバナー

　　　　　　山本博史様（大阪南ＲＣ）

　先週はお盆のため、例会をお休みさせていた

だきました。２週間ぶりの例会となりますが、本日

もよろしくお願いいたします。

　さて8月15日は、終戦の日でした。73年前のこ

の日に、先の戦争が終わりました。

　当時の日本は諸外国から様々な制裁を受け、

追い詰められた結果として戦争に突入した、とも

第2783回　例会　プログラム
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そ の 他 の 報 告言われています。現在も北朝鮮やイランで禁輸

などの措置がとられていますが、これが悪い方に

転じて平和を脅かすことにならないよう願いたい

ものです。

　皆様も終戦の日を機に、いろいろと考えていた

だく機会にしていただければ、と思います。

▼20～21日に「自然の中

で」が開催され会長、稲田

副会長、濵岡・大槻会員と

私で参加しました。

▼25日に地区の職業奉仕

委員長会議が開催され、

山陰委員長に出席いただ

きます。

▼27日、地区のインターア

クト合同会議と懇親会が開

かれます。吉田・富田会員に参加いただきます。

▼次週、ガバナー補佐をお迎えしてクラブ協議

会を開催いたします。

▼マクドナルド・ミカエラ・マリ様

　夏休みにアメリカへ

帰ることができました。

祖父母にも会えて、う

れしかったです。私は

祖父母に育てられま

した。

　弟や友達とも遊びま

したが、１週間ぐらい

すると日本に帰りたく

なりました。

　これからもちゃんと勉強して、もっと日本語でコ

ミュニケーションがとれるよう頑張ります。これから

もよろしくお願いします。

▼青少年奉仕委員会・大槻　恭介　委員長

　20～21日に「自然の中で」が曽爾高原で実施

されました。出発式や入所式に参加してまいりま

した。会長はじめ会員の皆様にもご参加いただ

き、ありがとうございました。

▼クラブ広報委員会・相馬　康人　委員長

　My Rotary の登録促進について、ご報告いた

します。先日、当クラブの登録率が50％に達し、

地区の目標を突破しました。今後もロータリー賞

の60％をめざして引き続き進めてまいりますので、

ご協力をお願いいたします。

「人生のタイミング」

▼白川　圭介　様

　2月に卓話でおじゃまさせていただきました。そ

のご縁で本日の卓話者、登みつよ様をご紹介い

たします。

　一見すると普通の女性ですが、現役時代は激

しいレースをされていました。今日は興味深いお

話をしていただけると思います。

▼元ボートレーサー・登　みつよ　様

　先ほどのニコニコ箱で、会員の皆様からたくさ

んの期待のお声をいただき、恐縮しております。

　本日は、人生のすべてがベストタイミング、とい

うお話をさせていただきたいと思います。

　私は高校卒業と同時に、ボートレーサーの試

験を受けました。男女平等といううたい文句と、

「年収1,000万円」という高収入にもひかれて受

験しました。身長、体重、視力などもクリアし、一

米 山 奨 学 生 より
卓　　　話

幹　事　報　告



発合格で最初の

関門を突破する

ことができました。

　しかしその後、

不合格が待ち受

け て い ま し た 。

必要となる小型

船舶の免許取

得で失敗したの

です。試験日がちょうど卒業式と重なっていたた

め、卒業式にも出たいので地元で受験すること

にしたのですが、そこで不合格になったのです。

　これには落ち込みました。結局、訓練には参加

できないことになり、次の試験を受けることになり

ました。

　２回目は「前回よりハードルが上がる」と考え、

前の点数より上をめざして体力トレーニングや勉

強を頑張りました。この２回目で合格できたので

すが、この後にさらなる試練が待ち受けていまし

た。

　4月と10月に入所式があるのですが、同期の男

女各30名のうち、女子で最後まで残ったのは５

人だけでした。

　訓練は今で言うなら「パワハラ」で、まるで軍隊

のようなトレーニングでした。骨折したことが原因

でくっつかない指は「輪ゴムでとめておけ」と言わ

れるぐらいです。

　私は当初、逃げ出す勇気もありませんでした。

河川敷で正座させられたりするなど、みんな教官

の厳しい指導に耐えていました。

私もそれでもボートに乗りたかったので、何とか

頑張りました。

　人生ではいろいろなことがあるかと思いますが、

何事も信じ続けていると良い方向へ向かうものだ

と思います。

　私も厳しい訓練を乗り越えた後に、名前の「み

つよ」につながる3324番という登録番号をもらえ

ました。この時、「今までつらいこともあったけど、

ここに答えがあったのだ」と思うことができました。

　物事を常に前向きに考えた結果、29年間もの

間、選手を続けることできました。細く長く頑張れ

たことは、幸せだと思います。

　レース場は戦いの場ですから、他の選手たちと

仲良くし過ぎると、レースが難しくなります。同期

は損得勘定なしで仲良くできた７人の女子でした

が、他の選手が私にお菓子をたくさんくれたりし

たのは、私の体重を増やして自分がレースに勝

とうという作戦だったりしました。

　昔は選手の体重に制限がなく、減量し過ぎで

男子でも倒れる人がいました。やがて、選手の子

どもにも障害が出るようになり「過度の減量はだ

めだ」ということで、体重の下限制限が導入され

ることになりました。

　トレーニングをしないと体力は落ちていくもので

すが、本当のプロは家でしっかりと準備をして、

現場では意外とゆっくりしています。逆に「現場

でどうにかなる」というのは、甘い考えと言えます。

　ボートレーサーは、早ければ７年でクビになりま

す。成績が悪ければクビですし、反対にちやほ

やされてすぐ別の世界に去っていく人もいます。

　勝率が追いつかなくなってくると、次の仕事を

考えるのですが、私の場合は２年間あったので、

その間にタロットカードを勉強しました。

　これが人に喜んでもらえることに気づき、「次の

人生はこれでいこう」と確信して引退を決めまし

た。これもすべて、タイミングだと思います。仲間

たちが惜しんでくれるときに引退できたと思いま

す。

　今日、この会場に来ますと、皆様が笑顔でした。

笑顔は笑顔を呼びます。おかげで私も、パワー

と元気をもらった気がします。

　占いの世界という第２の人生が開けたので、こ

れからはこれで頑張っていこうと考えています。

少しのヒントで、人が前向きになれるものだと考え

ています。

　今日はここへおじゃまさせていただいて、笑顔

だけで元気になれることがわかりました。楽しく会

話していると、負のオーラがなくなるものです。今

日は私も、勉強させていただきました。

　これからも笑顔で前向きに、まわりの人たちを



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 ▼ 相馬　康人　　副委員長 ▼ 山本　隆一
委 　員 ▼ 吉本　憲司　　津田　伸一

■ 出席報告

月日

8/1

8/8

8/22

会員数

62

62

62

出席

45

49

43

うち出席規定
適用免除者

13

13

14

メーク
アップ

2

出席率

81.82％

89.09％

76.80％

確定
出席率

85.45％

明るくしていきたいと思います。

▼山本会長　「自然の中で」開校式並びに御同

行ありがとうございました。澁谷幹事、大槻委員

長、濵岡さん、稲田副会長ありがとうございました。

▼柏木副会長　大槻委員長「自然の中で」大変

お疲れ様でした。登様、本日卓話よろしくお願い

します。

▼澁谷幹事・菅野会員　登みつよ様、卓話宜しく。

▼佐野会員　松下先生のピアノで大声でロータ

リー讃歌を歌わせて頂きました。

▼松本・野村・西村会員　残暑お見舞い申し上

げます。

▼居相会員　残暑、酷暑お見舞い申し上げます。

健康に気をつけましょう。

▼坂本会員　米山奨学生マクドナルド　ミカエラ

　マリさん、ニューヨークから御帰りなさい。

▼池尻会員　川村さん先日は有難うございまし

た。奥様にもよろしくお伝え下さい。

▼中川（將）会員　登みつよ様、本日卓話をたの

しみにしていますよ～

▼田中会員　登みつよ様、本日卓話宜しくお願

い致します。楽しみにしています。白川様、お世

話になり、ありがとうございます。

▼濵岡会員　残暑増々厳しい中、お体増々ご自

愛下さい。

▼長竹会員　９月９日（日）八尾河内音頭まつり

が、久宝寺緑地で開催されます。

▼福田会員　台風が2つも3つも来ています。み

なさんお気をつけ下さい。

▼幡田会員　残暑御見舞い申し上げます。こま

めな水分補給を。

▼藤田会員　いつもニコニコ有難うございます。

　　八尾ＲＣの
　　ホームページも
　　ご覧ください

今後の予定

ニ　コ　ニ　コ　箱

月 火 水 木 金 土 日

ガバナー
公式訪問

秋のRYLA
セミナー（～24日）

理事会

ロータリー財団
セミナー

金光八尾
文化祭

基本的教育と
識字率向上月間／
ロータリーの友月間月

月 火 水 木 金 土 日

理事会

地区公共イメージ
向上セミナー

月

経済と地域社会
の発展月間
／米山月間
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