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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

　　　京都大学防災研究所教授　多々納裕一様

●出席報告

●その他の報告

●会務報告　「会長の時間」「幹事報告」

●SAA報告　ニコニコ箱

●卓　　話

　　「経営者に求められる災害への備えとは」

　　　京都大学防災研究所教授　多々納裕一様

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

2/27　「eスポーツビジネス概要と将来性について」

　株式会社カプコン　取締役会長　辻本憲三様

　株式会社カプコン常務執行役員

　　　　　　　 　eSports統括本部長　荒木重則様

3/9（土）　IMロータリーデー

3/13　八尾市教育委員会

3/20　「インターアクト活動報告」

　金光八尾高校インターアクトクラブ　前田裕子様

　ガバナー月信2月号より、当クラブの現状をお知らせ

します。まずMyRotaryの登録率については、現在

53.2％です。目標にはまだ届いていない状況ですの

で、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

　米山への寄付については、第2660地区が現在は全

国でもトップの寄付額です。

　ロータリー財団への寄付額は、八尾ＲＣは142ドルと

なっています。ポリオプラスへの寄付額も合わせ、昨

年11月時点で寄付額がまだゼロのクラブもあります。

　なお我がクラブの12月の出席率は、84.18％です。

出席にも引き続きご協力を、よろしくお願いいたします。

▼16日に地区ロータリー財団補助金管理セミナー

が開催され笠井・飯田・北野・曽家・川田会員に出

席いただきます。

第2806回　例会　プログラム

国際ロータリー　テーマ

インスピレーションになろう
国際ロータリー 会長　バリー・ラシン

八尾ロータリークラブ　テーマ　　for the team　全てをクラブの為に　 会長　山本　勝彦

会　長　の　時　間

幹　事　報　告



▼20日に八尾市青少年問題協議会が開かれ、小

谷会員に参加いただきます。

▼大阪なにわＲＣ・田中　壽秋　会員

　今年度のＩＭ第4組ロータリーデーが、3月9日にスイ

スホテル南海大阪で開催されます。テーマは「減災」

で、大阪市消防局から講師を招き講演会とパネルディ

スカッションを行います。多数のご参加をお待ちして

おります。

▼マクドナルド・ミカエラ・マリ様

　先週に面接を受け、来月は岡山

へも行きます。そして今日、鹿児島

大学教育学部に合格しました。先

日受けた日本語能力試験にも、

合格しました。とてもうれしかったです。

　奨学金のおかげで、日本語の勉強がたくさんできま

した。ありがとうございました。そして楽しい思い出も、

たくさんできました。RYLAも楽しかったです。

　皆さんに感謝の気持ちを伝えたいです。話しかけて

くれた皆さん、ありがとうございました。そして坂本さん、

心からありがとうございました。カウンセラーとして、い

ろいろお世話になりました。

　例会での思い出は、ずっと忘れません。感謝の気持

ちでいっぱいです。これから頑張ることが、恩返しだと

思っています。

▼クラブ広報委員会・吉本　憲司　委員

　今月は平和と紛争予防／紛争解決月間です。これ

にちなんだ難民に関する特集記事がございます。また

「ＲＩ会長への道」を読んで、ＲＩ会長をめざしてください。

　東大阪ＲＣが花園ラグビー場にモニュメントを寄贈さ

れた記事も掲載されています。

▼米山委員会・幡田　賀紀　委員長

　米山奨学生のマクドナルド・ミカエラ・マリさんは、3月

13日が最後の例会になります。本日例会後、英会話

教室を開きますので、皆様ご参加ください。また来月

13日にも教室を行います。

▼クラブ広報・相馬　康人　委員長

　駅貼りポスター第3弾に着手しております。つきまし

ては掲載する事業内容を、各委員会でご確認ください。

　またクラブ紹介の動画ですが、活動写真を今年度の

ものに差し替えたいと思いますので、ご提出をお願い

いたします。

　最後にMyRotary登録のお願いですが、現在伸び悩

んでおります。登録のマニュアルをお渡ししたりしてお

りますが、65％の地区目標を達成したいと思いますの

で、促進にご協力をお願いいたします。

▼ゴルフ部・大槻　恭介　部長

　4月2日に八尾ライオンズクラブとの合同親睦コンペ

を宝塚GCで開催します。団体戦と個人戦を行います

ので、多数のご参加をお願いいたします。

「自ら限界を作らない

　　　～日本代表10年で学んだこと～」

▼巽　樹理　様

　本日はこのような機会を

いただき、ありがとうござ

います。高井社長ご経営

のパシオスポーツクラブ

で、3歳からお世話になっ

ています。

　先ほどおいしい食事をいただきましたが、現役のとき

はこれぐらいのお弁当を３つ、４つ食べていました。引

退して、体重は少し落ちました。逆に太るアスリートも

多いのですが、シンクロ選手は脂肪の「浮き輪」ある方

がよかったりもするのです。浮き沈みのバランスが大切

な競技です。

　きょうだい4人全員が、パシオにお世話になりました。

　シンクロナイズドスイミングは、アーティスティックスイ

ミングに名前が変わりました。芸術性なども含まれるの

で、去年4月から変更になりました。

ロ ー タリ ー の 友 紹 介

そ の 他 の 報 告

米 山 奨 学 生 より

ＩＭ第４組ロータリーデーのご案内

卓　　　話



　日本は世界でも強豪国の１つですが、国内では東

京か大阪が強いです。井村さんも大阪です。私が選

手の頃、大阪には３つしかシンクロのクラブがありませ

んでした。井村クラブと浜寺、そしてラサ（現在のパシ

オ）です。

　私は、母に「おもちゃを買ってあげるから」と誘われス

イミングスクールに入り、７歳からシンクロを始めました。

いいコーチやいい先輩がいたから、自分も成長できた

と思います。また最近は、高井社長のおかげで新しく

シンクロ用に可動式の床を備えたプールができました。

シンクロは競泳とは違い、プールの水深が必要になっ

てきます。

　中学生の頃は私も少し反抗期で、練習をさぼったり

することもありました。中学では修学旅行とジュニア日

本代表の選考会が重なり、しぶしぶ選考会を選びまし

た。しかし結果は、選考会に残るための選考会にも残

れず、悔しい思いをしました。

　JAPANのジャージーを着て成田から旅立つ選手た

ちの姿を見て「カッコいい」と思い、中学3年の時に目

標をオリンピックのメダルに定めました。おかげさまで

その後、10年間日本代表として活動させていただきま

した。

　代表選手は常に勝つことが求められるので、健康管

理の難しさなど大変です。「あなたたちに病気やけが

をする権利はない」と井村さんにも言われました。大会

直前にチーム内で、はしかが流行したこともありました。

　気をつけているのは特に、口にするものです。抜き

打ちのドーピング検査もあります。約束した日時にそ

の場にいなければ、はく奪される厳しいものです。最

近は特に、縛りがきつくなっているように思います。

　早朝に自宅に押しかけられ、自宅の狭いトイレに３人

が入って検査することもあります。今の代表選手は本

当に大変だと思います。海外にいても、抜き打ちの検

査がありました。それだけクリーンに戦うことが求められ

ているのです。

　ジュニア代表２年間、Ｂ代表２年間、Ａ代表で６年間

活動しました。皆さんよくご存じの井村コーチにお世

話になりましたが、あの方は絶対に妥協しない方です。

　シンクロの選手は競泳と違って「タイムがいいから選

考される」というわけではありません。協調性なども重

要ですし、ふだんの言動がとても重要です。現役時代

は私も、そして親も、大変気を使っていました。

　私は成人式の日に、初めて代表の合宿に行きました。

１日12～13時間の水中練習、さらに陸上でも練習し、

そのあとビデオ研究もします。スローモーションで分析

するのですが、同調はやはりロシアが飛び抜けていま

す。ロシア選手は長身で、手足が長いのが特徴です。

　今の選手は、身長165cm以下は減点されます。身長

が足りなければ、人より高く飛ばなければならず大変

なのですが、最近はそれ以上に、身長が低い選手は

選ばれなくなってきました。世界で戦うには当然身長

が必要、ということなのです。

　中国なら人口が多いので、条件に合う人数がすぐに

集まります。中国やロシアでは「メダルをとれば孫まで

食べられる」と言われ、子どもが何をやりたいか、では

なく何に向いているかを探すのに必死です。

　私は、たとえ身長が低くても、せめてチャンスだけは

与えてほしい、と思います。

　次の東京ではメダル候補に挙がっており、銅メダル

以上はとらねばならない、というような状況です。

　現在は選手、中高齢者、障害者に教えています。パ

シオでは高齢者に指導しています。平均年齢が71歳、

最年長はなんと88歳です。大好きな演歌を流して、演

技されています。障害者のシンクロにも取り組んでい

ます。まだまだ環境が整っていないのですが、京都で

指導と審判をしています。

　実はパラリンピックには、採点競技がないのです。

アーティスティックスイミングも、どういうふうに競技化し

ていくかが、現在の私の課題です。採点の基準をつく

るとか、環境を整備するとか、いろんなことが必要です。

これからもアーティスティックスイミングを通して社会貢

献できれば、と思っています。

▼大阪なにわRC　田中壽秋様　ＩＭロータリーデー出

席よろしくお願いします。

▼山本会長　巽樹理様、本日の卓話、よろしくお願い

します。田中様、ロータリーデー開催有難うございます。

▼稲田副会長　田中様、ようこそおいで下さいました。

巽さん、本日よろしくお願いします。

ニ　コ　ニ　コ　箱



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

1/30

2/6

2/13

会員数

62

62

62

出席

48

44

44

うち出席規定
適用免除者

12

13

12

メーク
アップ

0

出席率

90.57％

81.48％

83.02％

確定
出席率

90.57％

▼柏木副会長　巽樹理様、本日の卓話よろしくお願い

します。

▼澁谷幹事　良い事が有ります様に。

▼坂本会員　米山奨学生マクドナルド　ミカエラ　マリ

様、例会出席ごくろう様です。本日の英会話教室よろ

しくお願いします。巽樹理様、よくいらっしゃいました。

▼中川（廣）会員　バッジ忘れ。例会欠席お詫び。

▼井川会員　巽樹理様、ようこそおいで下さいました。

▼飯田・奧谷・北野会員　例会欠席お詫び。

▼松井会員 巽先生、すぐ無理という私を叱って下さい。

▼長竹会員 巽樹理さん、ライラではお世話になりました。

▼宮川会員　良い事が有りました。

▼野村会員　先日は、おでんと串カツ美味しかったで

す。ありがとうございました。

▼西村会員　代車（古い！！）生活が3カ月目に入り

ました。ウンザリします。

▼富田会員　本日はバレンタインデーイヴ。今夜は街

へくりだしてたくさんチョコを頂いてください。余れば富

田が引き取ります。例会欠席お詫び。

▼福田会員　2月15日より、正式にウイルソンアドバイ

ザスタッフになりました。

▼相馬会員　巽先生、ようこそいらっしゃいました。卓

話よろしくお願いいたします。

▼幡田会員　巽樹理様、八尾ＲＣにようこそ。ライラの

時はお世話になりました。

▼平尾会員　山本会長、大槻さん、野村さん、先日は

お世話になりありがとうございました。例会欠席お詫び。

▼鼓呂雲会員　誕生内祝い。ありがとうございました。

今後の予定

国際ロータリー　2019-2020年度

マーク・ダニエル・マローニー会長

（アメリカ・アラバマ州 ディケーターＲＣ）

2019-20年度
　ＲＩテーマ

ROTARY
CONNECTS
THE WORLD

月 火 水 木 金 土 日

理事会

地区チーム
研修セミナー

地区補助金
管理セミナー

月

平和と紛争予防／
紛争解決月間

月 火 水 木 金 土 日

理事会

移動例会

（例会→
　3/9に変更）

IM第4組
ロータリーデー

PETS（会長エレクト
研修セミナー）

水と衛生月間

月
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