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■ 会 長 報 告        大塚 博巳君 

国際ロータリー

第 2620 地区 地

区大会につきま

しては、ご参加の

皆さんお疲れ様

でした。 

皆様ご承知の通

り 2 月７日からの大雪で東海地方も「新東名高

速道路が通行止め」等、大きな影響を受けました。 

１日目（2/8）の本会議には山梨地区の会長・幹

事を始め４７名が欠席、そして、２日目（2/9）

は「会員が相当数の欠席」というアクシデントで

ありましたが、地区大会そのものは無事終了い

たしました。 

当クラブにおいても 19名の登録、当日「雪の影

響で１名が東京から帰れず欠席」と幹事宛て、そ

の行程（道路）状況を何度も連絡を戴きました。 

そして当初から欠席予定であったメンバーが

「都合がついたから・・・」と急遽参加してくれ

ました。また登録者が欠席の為、代理出席者を依

頼してくれたおかげで、登録数全員（19 名）で

参加できました。それぞれの会員の皆さんの、

「報・連・相」（組織のマナー）を徹底する考え

方、また「ロータリアンとしての熱意」等を感じ

感激いたしました。 

今日、あえてお伝えしたいのは、「欠席・遅刻・

早退等の連絡、そして少しでも都合をつけてロ

ータリーの活動に参加する」という姿勢・考え方

は、”ロータリー”の活動のみでなく、「社会での

ルール・マナーというものがしっかり確率され

ている」ということです。（高く評価できるもの

であります。） 

これからも全員で実践し、ロータリーの多様性

を発揮して参りたいと思います。 

さて“2014 ソチ冬季五輪”が 2月 7日から開催

しました。時差の関係で主な競技は深夜帯にな

ります。2 月 23 日の閉会式まで、国民は「目を

こすりながら、テレビにかじりつく場面」がある

ことでしょう。 

そんな中、日本のメダル 1号・2号が今朝のニュ

ースで報道されました。 

スノーボード男子ハーフパイプの種目で、平野

歩夢（15歳）銀メダル、平岡卓（18歳）銅メダ

ルという快挙でした。メダル獲得のインタビュ

ーにも「実に淡々と爽やかに・・」答えており、

新世代の凄さを感じました。 

さて「スノーボード競技」は私たちの世代になじ

みが薄いので調べてみました。 

1、歴史 

①1800年代にすでに 1枚の板で雪山を滑って

いたとも言われていますが、アメリカ合衆

国で 1963年にトム・シムスがスケートボー

ドを加工して作ったスキーボード等、雪上

サーフィンの玩具などが起原とされている 

②1983 年：世界初の“国協会”として「日本

スノーボード協会」が発足。「第一回全日本

スノーサーフィンチャンピオンシップ」開催。 

③1985 年：ヨーロッパと北アメリカでもスノ

ーボード協会が発足。トム・シムスが、ロジ

ャー・ムーアの代わりにスノーボードのス

タントを務めた映画、ジェームズ・ボンドの

「007 美しき獲物たち」が公開される。 

④1989 年：ヨーロッパと北アメリカでもスノ

ーボード協会が発足。 

⑤1990年：初めてのプロ協会がスイスで発足。

アジア、ヨーロッパ、北アメリカで、ワール

ドカップ大会 16戦が再開される。 

⑥1998 年：長野冬季オリンピックより、アル

ペンスタイルのパラレル大回転、フリース

タイルのハーフパイプが正式種目となる。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/1800%E5%B9%B4%E4%BB%A3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/1963%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A0%E3%83%BC%E3%82%A2
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A0%E3%83%BC%E3%82%A2
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%BA%E3%83%BB%E3%83%9C%E3%83%B3%E3%83%89
http://ja.wikipedia.org/wiki/007_%E7%BE%8E%E3%81%97%E3%81%8D%E7%8D%B2%E7%89%A9%E3%81%9F%E3%81%A1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E9%87%8E%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%83%E3%82%AF
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%9A%E3%83%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%9A%E3%83%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%9B%9E%E8%BB%A2
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%95%E3%83%91%E3%82%A4%E3%83%97
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⑦2006 年：トリノ冬季オリンピックより、ス

ノーボードクロスが正式種目となる。 

2、用具 

①表面と滑走面が一体となった一枚の板に、

バインディングが直接取り付けられるよう

になっていて、進行方向に対してバインデ

ィングを、斜めまたは横向きに取り付けた

もの。 

※バインディングはボードとブーツを固定

する器具で、ボードに直接取り付ける。 

②ボード 

板の長さは. 一般的に身長から 15cm～20cm

を引いた長さが最適。 

1980 年代後半、スキー製造技術を取り入れ

てから技術的に急成長した。 

  一般的には、何層かのファイバーグラスで

覆われた木のコア（心材）、ポリエチレンプ

ラスチックのベース、その両サイドに金属

エッジという、スキーと同じ構造が主流に

なっている。 

残りの種目・選手にも期待をしたいと思います。 

以上、会長報告といたします。 

■ 幹 事 報 告          鈴木 舜光君 

・森下幹事より 

 地区大会の写真が届いております。 

■ 出 席 報 告           河井 宏文君 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○菅原君 ○鈴木邦君 ○間野君 ○森下君 

江﨑晴君 大杉君 鈴木透君 仲田晃君 

平野君 松葉隆君 村松君 柳原君 

■ ビ ジ タ ー                     

加藤 博一君(静岡西) 

■ スマイル B O X         河井 宏文君 

・９日の地区大会に前日の４０数年ぶりの大雪

にあってしまい、欠席をしてしまいました。無

事に帰藤できました事の感謝と欠席のおわび

に NIKONIKOをさせて戴きます。 

土屋 富士子君 

スマイル累計額  １２６，０００円 

■ ロータリーの友紹介     小西 啓一君 

 

 

 

 

 

 

 

【2月号】 

2月のテーマ  世界理解月間 

RⅠ指定記事 

3頁  

    ポール･ハリスの夢を映す国際大会 

39頁 

GROBAL OUTLOOK ポリオ撲滅 

47頁 

管理委員長の思い ポリオ 最後のハードル 

《横組み》  

7頁-19頁 

2012-13 Ｒ1会長 田中作次さん 

国際親善の輪 

20頁-21頁 

  学友会 

  学友会とは 21頁右下記事 

22頁-27頁 

  人頭分担金 現在 53ドル 1ドルアップ 

28頁-35頁 

  東日本大震災の支援 

  各地区ガバナーの考え 

  よねやまだより 

36頁 

  新しいルール  会長･幹事 

  各クラブでは 3年ごとに細則を見直す時期 

39頁-46頁 

  ポリオ撲滅経過と今後の取り組み 

《縦組み》  

4頁-8頁 

ルワンダ 教育と平和 

9頁-12頁 

  福岡市 博多ＲＣ 

  ホームページの動画 約 20分 

13頁-19頁 

14頁 奉仕の理想を求めて 

16頁 LCから RCへ奉仕の守備位置を映して 

17頁 茶道と仏教 

 

本日のホームクラブ 

出席者 
前回の補正出席者 

29／41 70.73％ 36／41 87.80％ 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%8E%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%83%E3%82%AF
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AC%E3%83%A9%E3%82%B9%E7%B9%8A%E7%B6%AD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%83%81%E3%83%AC%E3%83%B3
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■ 地 区 大 会 報 告               

 

 

大塚 博巳君 

 

 

 

 

1、日 時  2014年 2月 8・9日 

 

2、会 場  ホテルセンチュリー静岡、 

懇親会：グランディエールブケ東海 

3、本会議 

 （1）志田洪顯 ガバナー 

   ①ご挨拶 

・この大会は「ＲＩ ロン・Ｄバートン  

 会長の提唱された テーマ」に沿っ

て進めている。 

その会長がご自身の代理として、台湾

の劉 昭恵（ミュージック）女氏「第

3460 地区パストガバナー」を指名し

てくれました。 

・ＲＩ次期会長は台湾の黄 其光（ゲイ 

リーＣＫファン）氏であります。今後、

台湾という地区との交流を考慮する

と、その意味で今大会は大きな意義が

あります。 

   ・米山梅吉記念館が 5 年後（東京オリン

ピックの前年）に 50 周年を迎える。 

    今から全国の会員は、ぜひ来館してほ

しい。 

    ・78 クラブを公式訪問しての紹介 

     山梨中央ＲＣ：小数（11 名）のクラ

ブであるが、「ふるさ

とを描く子ども絵画

展」には、 

毎年 16000 点の作品

が応募されるほどの

大事業を展開してい

る。 

    ・ポリオのワクチンは、1 名 20 円程

度で予防接種できる。（40 歳までは誰

でも感染する恐れある） 

     ※世界では、それを接種できない子

供がいる。世界からこの伝染病を

なくしたい。 

     

 

・フィリピンレイテ島「義援金」の件 

     ガバナー会議 吉田さん、市川さん

が、マニラＲＣを通して副大統領に

直接手渡した。ありがとうございま

した。 

 （2）ガバナー“エレクト・ノミニー”のご紹介 

   ①ヱレクト 岡本一八氏（浜松北ＲＣ） 

㈱丸八真綿 取締役相談役 

   ②ノミニー 野口英一氏（甲府ＲＣ）  

山梨日日新聞社・山梨放送グループ（15

社）代表 

 

4、記念講演  

  田中作次氏（八潮ＲＣ）2012～2013ＲＩ会長 

    タイトル「ロータリーは私たちの誇り」 

   ①検討しなければならない点 

    ・会費、プログラム、例会日、事業内容、        

     もっと改善する点はないか？ 

（地域社会のニーズ？ 若い世代の関

心を引くには？etc） 

   ②ＲＣに入会する意義、ＲＣとは何か、Ｒ   

Ｃでのリーダーとは？ 

誰でも説明ができるようにしてほしい。 

   ③ロータリーは：行動で表せ 

    大小ではなく、手をかけ、汗をかくこ 

    とが地域社会に尽くすことである。 

（1 人の人間の成長に大きく貢献できる。）  

   ④人として、企業人として気持ちを強く

持たなければならない 

    困っている人に手を差し伸べることが

必要。平和につながる活動。 

   ⑤ポリオの件  もう一歩のところまで

来ている。（ロータリー財団の事業） 

   ⑥ロータリーは“平和の追及・・・利益の     

追及ではない！” 

 

5、以下、「地区大会の資料」を添付 

  次第・ご挨拶・決議事項等はご参照ください。 

※尚、資料は「第 2620 地区」のＨＰから 

ダウンロードできます。 

 

 

http://www.ri2620.gr.jp/2013/conference.html 
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久島 正史君 

 

地区大会に参加し

て、ロータリアン

の思いが、ロータ

リークラブ、分区、日本、世界にボトムアップ的

に繋がっていると感じました。 

 

 

松田 真彦君 

 

このたび、初めて地

区大会に参加をい

たしました。 

まず、驚いたのは

会員数の多さ。こんなにも、ロータリアンが存在

したのか、と組織の底力を大感しました。 

そして、若者が活躍されることが多い昨今にお

いてロータリーでは、ご高齢の方が実に健勝さ

れていること、そして、お若いことが印象的でした。 

戦後の日本は、敗戦から世界でも奇跡的な復興

を遂げましたが、ロータリアンの諸先輩方に置

かれましては、まさしく、この復興の現役メンバ

ーとして多大な行動をされてきたことを実感し

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （担当／池谷君） 


