ROTARY CLUB OF NAGOYA MIYANOMORI

2018-19年度ガバナー
村井 總一郎

Weekly report

2018-19年度R.I.テーマ
R.I.会長 バリー・ラシン

第60回例会

発行日：2019年6月6日

例 会 日 第一・第三木曜 12:20-13:30
事 務 局 〒460-0008 名古屋市中区栄1-22-16ミナミ栄ビル402
例 会 場 TEL 052-253-7821／FAX 052-253-7820
ホテルナゴヤキャッスルホテル TEL 052-521-2121
〒451-8551 名古屋市西区樋の口町3番19号

2019年5月23日(木)

会場：名古屋東急ホテル
司会進行 金子彰宏 会場運営委員
「それでこそロータリー」唱和
会長挨拶
奥村 与幸 会長

皆さん、こんにちは。今日が５月の第２例会ですので、私の会長挨拶も残
すところ、わずかとなりました。そこで、今日は、これまでお話したロータリー
の話を振り返りながら私が思うことを最後にお話したいと思います。
「ロータリーのお話」で最初にお話したのは、「職業奉仕」についてでし
た。これは、ロータリーの発足当時まで遡りました。昨年の８月１６日には、
このパワーポイントをご覧頂きながら、１９０５年にポール・ハリス氏と３人の
仲間によって、シカゴで発足したロータリークラブは「物質的相互扶助」と
「親睦」を目的としたクラブであったこと。すなわち、「みんなで仲良くして、
お金を儲けようね。」と言うことを目的に発足したのでしたね。そして、次に
このパワーポイントをご覧頂きながら、１９０８年にアーサー・フレドリック・
シェルドン氏が入会したことにより、「奉仕の理念」が生まれました。それ
が、「He profits most who serves best」＝「最もよく奉仕する者、最も多く報
いられる」これを、私が和訳すると「最もサービスする者が、一番多くの利益
を上げられる」となることもお話しました。そして、この「サービス」とはいった
い何なのか？を紐解く必要があることをお話しました。１０月４日には、この
パワーポイントをご覧いただきながら、それまでのおさらいとして、ロータ
リークラブが発足した当時のシカゴはアル・カポネが暗躍するような街であ
り、そのような世相を快く思わないシェルドン氏が言う「サービス」とは、
「真っ当な商売」ではないか、とお伝えしました。そして、次にこのパワーポ
イントをご覧頂きそのような歴史のアメリカに対して、日本の商売の在り方
を、歴史を遡りお話ししました。このパワーポイントは「近江商人」でしたが、
滋賀県出身であることを「近江商人」を例えに自己紹介をされた大谷さん
は、残念ながら、ご存じありませんでした。近江商人であり、現在の伊藤忠
商事の創業者「伊藤忠兵衛」を、このパワーポイントでご紹介しながら、江
戸時代から現在にまで続く、我々日本人のDNAに刷り込まれた商道徳をご
説明しました。そして、私の考える職業奉仕の結論として、このパワーポイ
ントをお示ししながら、職業奉仕がロータリークラブの1丁目1番地、すなわ
ちクラブの活動のベースであることをお話しました。奉仕活動としては、以
降、社会奉仕、国際奉仕、青少年奉仕のお話をしましたが省略します。
そして、話題を変えて、このパワーポイントを使いながら「ニコボックス」の
起源に迫りました。さらに、この方の写真を勝手に使い、「ニコボックス」の
私としての定義づけをしました。この頃から、肖像権の侵害を犯すように
なってしまいました。高橋さんを始め、これ以降肖像権を侵害された皆さん
に、この場をお借りして、お詫びします。すいませんでした。
そして、直前２回の例会では、ロータリーソングのお話をしました。まず
は、４月１８日の例会では、設立当時のシカゴ ロータリークラブで起きたこ
とを、このパワーポイントを使ってご説明しました。１９０５年当時は、「親睦と
物質的相互扶助」を目的としたクラブに、１９０８年にアーサー・F・シェルド
ン氏が入会し、「奉仕の理念」を持ち込んだため、会が混乱し出席率が低
下したことにより、会の存続が危うくなったことをお話ししました。その危機を
救った方が、当クラブで言えば、高木敏郎さんのような方だと推察される、
シカゴ ロータリークラブ初代親睦委員長のウイリアム・ネフ氏がありネフ氏
の指示を受けた、当クラブの樋口さんのような方だと推察される、ハリー・ラ
グレス氏が、クラブの雰囲気が冷たくなると、「諸君、歌を唄おう」と自らが歌
い始め、皆をリードしたこと。その結果、会の雰囲気を温かくし、会員の友
情を取り戻したことがロータリーで歌を唄う起源であることをお話ししまし
た。

これが起源であり、目的であれば、唄う歌は何でも良いかもしれません。５
月９日の例会では、その続きとして、このパワーポイントを使って、日本語で
ロータリーソングが唄われることとなった経緯をお話ししました。そうです
ね。フランク・マルホラン氏が、１９３０年（昭和５年）に来日され、日本語で
唄わないことに対する警鐘を鳴らされたことがきっかけでしたね。その結
果、１９３５年（昭和１０年）に日本語によるロータリーソングのコンテストが行
われ、これらの曲が選ばれたことをお話ししました。
最後に、この１年間、私がロータリーのことを調べ結果思ったことをお話し
し、「ロータリーのお話」を終えたいと思います。それは、大別すると次の２
点になります。１点目は、「疑問に思うことや、理解できないことは調べてみ
ることが必要」ということです。これまで、私たちが何気なく、あるいは当たり
前のように行ってきたことを、その成り立ちや意義を調べてみると、実は少
し本質から外れていたり、取り違えていることがあるということです。これは、
ニコボックスのことやロータリーソングを調べるなかで思ったことです。２点
目は、「ロータリーは、歴史の中で変遷を繰り返している」ということです。
今、私達が不変のように感じているロータリーのルールや行動の規範も、
過去を調べると比較的最近、変更されていたということでもわかります。これ
は、青少年奉仕が５大奉仕になったのは。当クラブが設立された、わずか７
年前の２０１０年であったことも一例だと思います。そして、今回の「ロータ
リーのお話」の中では、お話ししませんでしたが、私達のクラブでは当たり
前である、同じ職業分類の仲間が複数人存在することは、２００１年までは、
あり得ないことでした。この「一業一会員制の原則」が２００１年に規定審議
会で変更されたときには、日本のロータリークラブの中でも、「ロータリーの
魅力が喪失される」とか、「ロータリアンの心が失われる」といった多くの批
判があったようです。しかし、今では、複数の仲間が同じ職業分類であるこ
とがスタンダードになりました。そして、２月にお越しいただいた「斎藤直美
米山奨学会 理事長」のお話では、近い将来には、職業分類すら無くなる
可能性もあるとのことでしたね。そして、さらに大きな変化は、１９８９年の規
定審議会で初めて女性の会員が認められたということです。これは、１９８７
年のアメリカ連邦最高裁判所の違憲判決を受けてのことですが、それが今
では、多くの女性会員を求めるようになっています。
このように、「ロータリーは時代や環境の変化に合わせて、実は柔軟に変化
をしてきた」のです。それが、実はロータリーの強さであり、今日まで続いて
きた理由だと思っています。私は、このクラブが、「若いクラブとて、しなや
かなで、柔軟なクラブ」であってほしいと思っています。
結びとして、この１年間、「ロータリーのお話」にお付き合いいただき、本
当に有難うございました。皆さんのご清聴に改めて感謝申し上げます。
THE END

出席報告
会員数
当日(5/23)
43
前回(5/9)
43
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前回(5/9)
43
ニコボックス報告

浅野慎之 出席委員長

出席数
30
33
修正出席数
43

出席率
69.8%
76.7%
修正出席率
100.0%

浅野慎之 出席委員長

名古屋宮の杜ＲＣの皆さん、本日はポリオ寄付のお願いに参りました。
よろしくお願い致します。
Ｒ財団 地区資金推進委員長(西尾ＲＣ) 松田茂治 様
ＮＧＵラブリッジ名古屋 代表 井上有希江さんをお迎えして。
奥村与幸
ＮＧＵラブリッジ名古屋への多大なご支援ありがとうございます。現在
4勝1敗1分です。本日、井上代表がお話させていただきます。
よろしくお願い致します。
堀田崇
日本女子サッカーの話…
サッカー狂の私としては楽しみにしています。
ガンバレ ドラゴンズ‼

下村孝爾
髙木勝

ローターアクトの地区大会に行って来ました。田原は遠かったですが、
大谷まさみ
活動報告感動しました。
田植え無事終わりました。10/6に稲刈り、8/18・19に
キャンプを行います。よかったら来てください。

不破直行

ROTARY CLUB OF NAGOYA MIYANOMORI
山城徹也
母が体調をくずしてます。良くなりますように！
高木俊郎
河合さん素敵です！沖縄スタイル！
第60回例会を祝して
浅野慎之 現王園陽子 堀場和孝 伊吹洋平 河合秀紀
出口茂 牧野敬充 永田聡子 野村治 鈴木達央 田中吉彦

R情報委員会より報告
山下智己 Ｒ情報委員長
5/15(水)＠名鉄グランドホテルにて第2760地区クラブリーダー研修会議
に出席してきました。そこで先日開催された規定審議会の結果報告を聞
いてきました。規定審議会で可決された事項は実際に各クラブの運営に
反映していきます。当クラブの月2回以上の例会についても2016年に開
催され可決された事項です。今回可決された内容である、メークアップの
期間が変更するなど重要な事項を抜粋して配布資料に記載しておりま
す。ご一読お願い致します。
RCC(OKUDA弁慶号)より報告
3/9(土)～10(日)

4/28(日)
6/2(日)

告知

堀場和孝

RCC委員長
1716
各務ヶ原市 【岐阜放送ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｷﾞｬﾗﾘｰ】
650

岐阜市 梅林公園 【第67回ぎふ梅まつり】
10時～15時

岐阜県 養老公園 【キッズパラダイス】

青少年奉仕委員会より報告 大谷まさみ 青少年奉仕委員長
5/19(日)に開催されたローターアクトの地区年次大会について、本日の
配布資料にてご報告申し上げます。（8）の表彰制度については非常に
素晴らしい取組みだなと思いました。例えば当クラブの場合は出席率の
表彰があれば、出席率向上につながるのかなと思いました。
ポリオ寄付について 地区資金推進委員長 松田茂治様
本日は今一番力を入れているポリオ撲滅活動についてお願いをしに参り
ました。現在、ナイジェリア、パキスタン、アフガニスタンの3ヵ国のみにな
りました。あと少しです。そこで、皆様に寄付をお願いしている次第です。
村井ガバナーも非常に力を入れており30＄/名、ベネファクター1名/クラ
ブを必達目標として掲げております。現在、30＄/名寄付されたクラブが
60クラブ、30＄/名には及びませんが寄付されているクラブが20クラブで
す。85クラブ中5クラブのみ寄付額0となっております。当年度は必達で
お願いしていること、0クラブはなくすよう要望もある為、このように個別で
お願いしている次第です。図々しいお願いではございますが、少額でも
結構ですのでご協力頂ければと思います。

幹事報告
鈴木拓将 幹事
●職業奉仕への道の原稿提出について、明日を期日としております。未
提出の方はご対応お願い致します。
●6/19(水)＠日本ラインゴルフ倶楽部にて第9回名宮会(会長杯＆次年
度初CUP)の開催を予定しております。多くのご参加お待ちしておりま
す。
●本日、例会後に「桂の間」にて次年度予定者会議を開催致します。
●次回例会6/6(木)12:10～13:30＠ホテルナゴヤキャッスル1階「シャン
ボ－ルの間」例会前に次年度予定者理事会、例会後に定例理事会を開
催致します。
●次々回例会6/20(木)18:00～＠ホテルナゴヤキャッスル1階「シャン
ボールの間」にて下期納会となっております。夫人同伴も可能です。5/
末を回答期日としております。出欠回答お願い致します。
臨時クラブフォーラム
細則改正について当クラブ細則第15条に基づき承認されました。

卓話「愛知県女子サッカー界の現状と展望」
NGUラブリッジ名古屋

代表

井上

有希江

氏

私はJリーグブームにのってサッカーがやりたいと思い始めました。中京女
子大学(現 至学館大学)に在学し、初心者ながら全国大会に出場するなどし
てすごくいい思いをさせて頂いておりました。その後この女子サッカーをなん
とかしたいと思い、静岡へ行き勉強して指導者になりました。愛知に戻ってか
らは、出身地の刈谷で少年サッカーの指導などをしておりました。女子サッ
カーの認知度が低く、非常に苦労しましたが刈谷マドレーというチームに所
属して、女子サッカーの普及、発展に力を入れて、中学生～お母さんまでの
指導もさせて頂きました。指導者ライセンスも取得しました。現職は、(公財)愛
知県サッカー協会理事、女子委員長や、(一社)日本女子サッカーリーグ理事
をさせて頂いております。
現在、愛知県の女子サッカーは少子化にも関わらず右肩上がりで増加して
おります。全国の中でも稀です。チーム数も同様です。2002年時点では700
人程でしたが、現在は1800人越えです。現在は2000人を目標としておりま
す。2007年に、【(普及)全ての選手が活躍すること。(強化・育成)愛知県育ち
の選手がなでしこジャパンで活躍する、愛知県チームが活躍する。(生涯)女
性が一生涯選手としてプレイヤー、指導者、審判として活躍できる環境づく
り】を行動計画として掲げた結果、1500人目標を達成することができました。
引き続き、2020年には2000人すること、我々のチームが現在3部なのです
が、それを2部、1部へ昇格させることを目標としております。生涯、強化だけ、
増員だけではいけないと思っており、強くしながら、

継続性をもってやっていけるようにということも目標に掲げております。
中学生に進学すると他の部活に入部して辞めてしまうということが問題視さ
れております。しかし、愛知県U-15選手権では女子サッカー選手が増えてお
ります。2011年には8チームでしたが、2018年には18チームになっておりま
す。その内10チームが男子チームから派生してできたチームです。これは時
代背景にもあると思いますが、少子化の関係もあり男子チームの選手は減少
傾向にあると思います。しかし、サッカーを始めたいという女子は増加傾向に
あり、女子を受け入れるチームが増えてきております。
男子チームの方が歴史が長く、環境が恵まれていたり、指導者が優れてお
ります。その為、愛知県U-15選手権の18チーム中、上位5チームの内3チー
ムは男子チームから派生したチームです。やはり、女子のみでやるではなく、
幅広く関わってやっていかなければならない現状にあります。ちなみに、上
位5チームの内2チームは、当クラブチームです。
中学生～お母さんまでが一緒になって戦っているのが女子サッカーの特徴
です。中学生が大学生のチームに勝つこともあります。
女子サッカーの課題は、認知度が低いこと、女性スタッフ(指導者、審判
員、経営者)がいないこと、商業的価値といった面です。女子はアマチュア中
心であることや、観客も1000人入ったらすごいくらいです。
我々、NGUラブリッジ名古屋の名前の由来は「愛(LOVE)知
(KNOWLEDGE)」からきております。
日本女子サッカーリーグの参入条件は、競技力・協会、行政の理解・協力、
ライセンス(全ての指導者がもっていること)、人材・組織(NPO法人以上の組
織)、環境(試合会場・練習会場)、資金・財務(今後のなでしこチームは3憶必
要になってくるとも言われている)、法務・法人格、雇用先、下部組織(子ども
たちの育成)を満たしていることです。その中でも雇用先の確保は非常に大
変です。選手は午前中練習をして、午後から勤務しており、地方から来る選
手が多い為、それなりの手当てをして頂いており、大変ご理解頂いて雇用し
て頂いております。選手が仕事も試合も頑張ることによってPRになるというこ
とは常々言っており、企業の方が足を運んでくださることも多々ございます。
2011年からプランを立てて活動しており、本来であれば2018年には2部昇
格しているはずでしたが、今年は必ず昇格しようと切り替えてがんばっており
ます。
今後、多数の試合が愛知県で開催される予定です。代表選手を輩出して
地元で活躍させたいと思っております。2019年の皇后杯(天皇杯の女子版)、
それから2023年の女子サッカーW杯は日本で開催する場合は愛知県でやる
そうで、県が興味を示して動いております。2026年アジア大会は愛知県での
開催が確定しております。
今年は6/7(金)～7/7(日)に4年に一度の女子ワールドカップフランス2019と
いうものが開催されます。前々回は日本が優勝、前回は銀メダルとなってお
り、今年ももちろん優勝を目指しております。イングランドのチームとの試合が
厳しくなってくるのかなと予想しております。前々回の日本が優勝した時です
が、アメリカ・ドイツに勝てると思っていなかった為、私自身も大変驚きました。
腰の位置や足の長さ、ボールを蹴る音、足の速さが違うなど明らかに不利で
あるにも関わらず、そんなチームに8年前に勝つことができました。今年はフ
ランス、イングランド、スペインなどで女子サッカーリーグが非常に盛んにな
り、プロとして活動しております。プロとして活躍していない選手が多い日本
が勝つには厳しい現状にありますが、細かいパスをつないで運動量でカ
バーするという日本の強さがある為、まだ期待はできると思います。是非上位
にいってほしいと願っております。今年のなでしこジャパンは女性が監督をし
ます。初めての試みです。選手は、澤穂希選手などに頼っておりましたが、
高倉監督が若い選手の育成に力を入れて、選抜しております。経験が少なく
心配なところもありますが、鮫島選手や坂口選手といった経験豊富な選手が
中心となって鼓舞して若い選手たちも頑張って今年も前々回のように優勝し
てほしいなと思っております。時差があり深夜帯の放送になると思いますが、
是非皆様にも応援して頂きたいと思います。
当クラブにも加藤ももというU-19の代表選手としてフランスの大会に出場
し、昨日帰ってきた選手がおります。11番の選手です。彼女が愛知県で開催
される大会の時にはなでしこジャパンとして活躍してほしいと思っておりま
す。
賛助会員のチラシも配布しております。是非、一口からでも構いません。皆
様からご支援いただき、愛知県からなでしこジャパンの選手を出したいと思い
ますのでご協力お願い致します。ご清聴ありがとうございました。

次回例会【第62回夜間例会】
時 ： 6月20日(木) 18時00分～20時00分
アトラクション：きものやん(ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾀｰ)
会 場 ： ﾎﾃﾙﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ1階「ｼｬﾝﾎﾞｰﾙの間」
日

