
２０１９年９月 ９日（晴れ） 第２週 第２２８３回例会

Song ”日も風も星も”

Attendance

会員 ７７名 欠席 １１名 出席率 ８１．３６％

８月分修正出席率の報告

８月 ５日出席率 100％ 欠 席 ０名

８月１９日出席率 100％ 欠 席 ０名

８月２６日出席率 100％ 欠 席 ０名

President Time 田中正博会長

皆さん、こんにちは。本日は鈴村副会長からご紹介がご

ざいました、ラクビー元日本代表のエストエイチ（株）の

角 日出夫様、お忙しいところ卓話にお越しくださいまし

て有難うございます。まもなく始まります日本で初の開催、

4年に一度のラクビーワールドカップが11日後に迫ってま

いりました。日本全体がヒートアップして来たところでご

ざいます。ラクビーの楽しみ方のお話をいただけるそうで

す。よろしくお願いします。

さて、今週の例会はまず台風の心配をいたしました。13

号・14号・15号と、殆ど同時ぐらいに発生しました。13

号・14号は幸い日本列島から離れていきましたが、15号

は日本列島にまっすぐ進み、関西・中部・関東地方、どこ

に上陸してもおかしくないルートで、名古屋に直撃の様相

でした。少々覚悟は決めていましたが、直前に関東をかす

めて行く進路に変わってきてほっといたしました。今日は

何もなかったように例会が出来て良かったです。関東地方

では大規模停電、交通機関運転見合わせ、車の転倒、ビル

の足場があちこちで崩れ大きな被害が出ています。報道に

よりますと関東上陸では最大級の台風だったそうです。

9月1日は防災の日であり「9月は防災月間です」9月1

日を防災の日と昭和35年に制定されました。9月1日が防

災の日となった理由は、大正12年9月1日に発生した関東

大震災がきっかけだそうで、この震災により多くの犠牲者

が出ました。また、制定の前年である昭和34年9月、（9月

26日）には伊勢湾台風が襲来し、大きな被害に見舞われた

ため、この時期が選ばれたとされています。日本は災害大

国です。いろいろな災害が日本列島で頻繁に起きています。

特に集中豪雨の洪水被害、台風による暴雨風被害、土砂崩

れ被害など年々多くなって来ています。気候温暖化による

Today ９月３０日（第２２８４回）

担当 篠田正志 R情報委員長

演題 新会員卓話

谷口充子会員・小倉廣三会員

Next Week １０月 ７日（第２２８５回）

担当 黒川元則 青少年奉仕委員長

演題 卓話「ボーイスカウト活動報告

－世界ジャンボリーについて－」

ボーイ・ガールスカウトあま第1団 団委員長

佐藤益美氏・近藤純子氏



海水温の上昇により台風の発生が多くなって来ているため

だそうです。今後は国を挙げて治水対策、防災対策に取り

組まないと、甚大な被害が益々多くなると予測されます。

最近では1年に2回ぐらいの割合で、防災訓練を行う地域が

日本全体で増えてきているそうです。訓練だからでなく、

いざという時の備えとして防災訓練を捉えたいものです。

職場でも家庭でも、万が一の場合はその経験が必ず役に立

つはずです。その他の火災、地震、津波、高潮などの災害

に備える準備は山ほどあります。私ごとですが、弊社も1

年に1回ですが、あまRC会員のホープ竹田君の経営されて

いる長谷川防災さんにお世話になっています。火事発生を

想定して、また福田川決壊を想定して竹田君自ら陣頭指揮

していただいて、防災訓練をしてもらっています。会員の

皆様も、いざという時の備えに、防災訓練をしてください

ますようお勧めいたします。

もう一点お話させてください。会員増強でございます。

先週のガバナー訪問例会で、伊藤ガバナーの今年度の方針

のお話の中にありました、第一に進めることは会員増強で

すとお話をいただきました。あまRCにおいても5年先、1

0年先の会員の平均年齢がどんどん上がるようではいけな

い。現在あまRCの会員の平均年齢が64歳だそうですが、

なんとか60歳までに、これから5年計画で持っていきたい

と私も力を入れております。9月5日に会員増強委員会のID

Mを東海委員長が開催していただきました。東海委員長を

はじめ、委員の皆様ご苦労様でした。先日の例会で会員増

強フォーラムを行っていただきました。各グループから出

していただきました、ご意見を東海委員長がまとめて来て

いただき、増強委員会のIDMで討論されました。前向きな

意見、入会候補者のリストなどがみなさんから挙がりまし

た。また、心強いことに大竹パスト会長をはじめ、多くの

パスト会長さんも真剣に後押しをしていただき感謝申し上

げます。また会員の皆様のお知り合いの情報から候補者が

見つかることが多いようです。お一人でもお付き合いの方

がお見えになりましたら、増強委員長東海さんまでご連絡

をよろしくお願いします。以上挨拶にさせていただきます。

有難うございました。

Secretary Report 藤田隆志 幹事

１ ロータリーレートが8月1日より１ドル106円に変更

となりました。

２ 次週9月16日（月）は敬老の日、次々週9月23日（月）

は秋分の日による休会です。次回例会は9月30日（月）

となります。

３ 11月10日（日）の地区大会は、同じ西尾張分区の名

古屋清須RCがホストである関係上、全員登録とさせて

頂きます。例会扱いではありませんので、全員メイク

アップ扱いとさせて頂き、全会員に12,000円の請求

をさせて頂きます。

ニ コ ボ ッ ク ス

ご投函有り難うございます

田中正博 会長

角日出男様、ようこそあまRCの例会卓話にお越し下

さいまして有り難うございます。

台風15号が関東方面にずれ、ほっとしました。

増強委員会IDM、ご苦労様でした。実りあるIDMでし

た。

鈴村與左衛門 副会長

ニコボックス委員会の皆様、ご苦労様です。

藤田隆志 幹事

角日出夫さん、もう2度と日本で見ることが出来ない、

ラグビーワールドカップを控え、卓話よろしくお願い

します。

山田幹夫君

先週の例会で北野君に頂いた、東南アジアの紙幣の評

価額を概略でニコボックスに投函しておきます。

伊藤英毅君に家内が大変お世話になりました。感動の

あまり涙ぐんでおりました。

木下章吉君

新しい「スマホ」に換えましたが、使用方法が判らず

苦労しています。

栗木和夫君

篠田正志君、美和かしの木会ゴルフコンペ、盛大に行

われましたね。私のスコアも！ビックリ！

大竹敬一君

角さん、本日の卓話、よろしくお願いします。

先週の土曜日に父の49日法要を行いました。

家田安啓君

角日出男様、卓話よろしくお願いします。



後藤 眞君

だまされたと気が付かねば、幸せになりますよ。

後藤裕一君

ニコボックス委員会の皆様、ご苦労様です。

稲垣秀樹君

腰痛治療で鍼を打ちました。妻からは体重を減らした

らと、有り難いお言葉を頂きました。

神戸 剛君

ニコボックス委員会の皆様、ご苦労様です。

台風15号で、東京方面は大変ですね。

加藤憲治君

ニコボックス委員会の皆様、ご苦労様です。

加藤春視君

本日の卓話、楽しみにしています。

児玉憲之君

ニコボックス委員会の皆様、ご苦労様です。

北野庸夫君

暑い間はゴルフはしないつもりでしたが、ペンちゃん

にに誘われて参加しました。メタメタ暑かった！

黒野晃太郎君

麻生大臣の話、面白かったです。酒井君、有り難うご

ざいました。

小倉廣三君

ミスターラグビー角日出男様、本日卓話、よろしくお

願いします。

酒井和雄君

伊藤英毅君、有り難うございました。

谷口充子君

先日は新入会員歓迎会、有り難うございました。鈴村

君、松茸とても美味しかったです。元海さんのお料理

も最高でした。

山本輝幸君

今度、あま出身のミスターシャチホコがイベントに来

ます。中村高校出身でもある、参加下さい。

渡辺 均君

大西君、加藤春視君、桑名CC入会おめでとうござい

ます。楽しくやりましょう！！

合 計 ６８，０００円

卓 話

「ラグビーワールドカップの楽しみ方」

ラグビー元日本代表

エストエイチ株式会社

代表取締役会長 角日出夫氏

１．日本スポーツ界の進化

①精神論ではなく理屈を前提とした科学的トレーニングの

進化。

②外国人に勝るとも劣らない体格（体力）の向上。

③プロ化によりキャリアプランの幅が広がる。

２．ラグビーの起源

①ラグビーとサッカーの起源は「原始フットボール」であ

る。

②1823年、「ラグビー高校」で行われた原始フットボール

の試合中に、エリス少年が試合中にボールを手で持ち走

り出したことが問題となり、その後40年間に及び、ルー

ルの統一化が議論された。（コミュニティ毎にルールが違

っていた）

③1863年、ルールが統一化され誕生したのが現在の「サ

ッカ－フットボール」である。（1863年サッカー協会設

立）

④その統一化されたルールに納得できなかった（タックル

等の禁止）団体が離脱し、新たにルールを制定して生ま

れたのが「ラグビーフットボール」である。（1871年ラ

グビー協会設立）

【日本のラグビー】

⑤1899年、慶應義塾大学の英語教師であったクラーク氏

により、ラグビーが日本に伝えられた。（1899年慶応義



塾大学體育會蹴球部創部）

⑥1910年京都大学・1911年同社大学・1918年早稲田

大学・1921年束京大学・1923年明治大学・1924年

立教大学・1925年法政大学。

⑦1926年日本ラグビーフットボール協会設立。

３．ラグビーワールドカップ日本開催

①４年に１回ではなく「一生に１回」である。

②日本代表の力量。

③決勝トーナメント進出（べスト８）の条件と可能性。

④観戦のポイント。

⑤ワールドカップ後の日本ラグビー界に期待すること。

歴代会長インタビュー

インタビュアー 池﨑晴美君

12代目会長 後藤袈裟美君

後藤袈裟美君は、皆さもよくご存じの通り、チャーター

メンバーとしてあまRCを築いてこられたお一人です。当時、

初代会長から「ごっさん動いてくれよー」の一言から、会

員集めの協力をされ、あまRC設立の為に毎夜毎夜集まりご

尽力されました。1年かけ25名のメンバーがそろい、設立

となりました。最初は今の様にきちんとした例会ではなく、

手作りの例会、まさに「０」からのスタートでした。設立

当時は毎回津島クラブの幹部が指導・応援に来てくださっ

たことも懐かしくお話しくださいました。当時は例会を休

むと、稲垣孝憲君や田中先生からロータリー愛からくる厳

しい指導がありました。

後藤袈裟美君はロータリー入会当時は会社を作ったばか

り。会社が満足しないとロータリーでは重要な職務にはつ

けないと、12代目の時に（満を持して）会長を務められま

した。会長を務められた年は、丁度事務局が現在の丸元ビ

ルに移転しました。クラブテーマは「実践はあなたから」

とし、すべての行事に情熱をもって参加することを呼びか

けました。

「香港九竜北RC」との姉妹提携調印式が行われらのもこ

の年です。調印の数年前、九竜北ラブの会長のお嬢様をご

自宅で1年間ホームステーとし受け入れ、学校のお世話も

し、関係を築かれてこられてのことでした。香港で行われ

た調印式へは総勢44名で参加、調印式でサインをする際、

手が震えたことも懐かしくお話しくださいました。この時

の感激は、のちに会長を務められたメンバーの心にもしっ

かりと刻まれていきました。また、大変思い出深くお話し

くださったのが、それまではシンプルであった「新会員の

入会式実施要項」プログラムをご自分で作成された事です。

丁度ガバナー訪問の日に入会式があり、その入会式をご覧

になったガバナーから「他にはやっていない、しっかりと

した内容」とのお墨付きをいただきました。翌年、地区競

技大会で実演され、現在の入会式の基礎となっています。

今回お話を伺う中で、沢山の先輩ロータリーメンバーの

お名前があがりました。50年を迎え、一緒に頑張ってきた

仲間がいなくなりさみしく感じていらっしゃいます。最後

に、今後のあまRCに望むことを伺いました。今のスタイル、

今のままの考えをずっと持っていてほしい、明るく楽しい

クラブであり続けてくださいといただきました。

お詫びと追加

先々週のウイークリーで渡辺 均会員のニコボックス文章

に不足がありました。今週のニコボックス欄にて追加させ

ていただきます。


