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第 1197回例会

10／13（土）14（日）は地区大会です。土曜日は会 ・神奈川県ロータリアン親睦テニス大会の案内
長幹事が出席し、日曜日は、新世代交流会･本会議･
大

11／13（火）湘南ローンテニスクラブ

懇親会があります。第 2780 地区（横浜･川崎を除く神 例会変更

申込：11／2

※ビジター受付＝クラブ事務局 ※受付無

奈川県）内 9 つあるグループのロータリアンが一堂に

10／11（木）津久井中央

会しますので、地区大会では多くの出会いがあります。

10／12（金）津久井

ロータリーから学ぶものは人夫々だと思いますが、私

10／15（月）相模原東※

相模原柴胡※

は例会出席はじめ、多くの人との出会う事で元気を貰

10／16（火）相模原中※

大和

っています。今年 6 月公開の舘ひろし主演の映画「終

10／19（金）相模原グリーン※

わった人」を観ました。普通のサラリーマンは、65 歳

10／22（月）相模原東※

位になると退職し第一線から退きますが、我がクラブ

10／24（水）相模原西

相模原グリーン※

大和田園

相模原柴胡※

の同年代の会員は皆現役で、とても恵まれた環境にい

週報受領

ると思います。私の店にはサラリーマンの客が多く来

≪会長幹事会報告≫

ますが、退職された人達は「終わった人」そのもので

・相模原かめりあ RC、白幡会長・田島幹事が出席。

す。在職時は年賀状やお中元・お歳暮も沢山届きます

相模原南

例会日：第 2 火曜日･第 4 木曜日の 16：30～17：30

が、辞めた途端パタッと関係が無くなります。不安ば

・規定審議会立法案提出（2019 年 3／20 迄）

かりが募り、本当に年金だけで生活が出来るのかと言

・ガバナー･
ノミニー選出（11／29 12 時必着）

う、切実な声を間近で聞いています。イル･ヴィネイト ・北海道胆振地震義援金（10 月中に送金）
を閉めて 1 年半、仕事から離れようと思いましたが、 ・米山奨学会特別寄付のお願い（目標：2 万円／1 人）
店に出ることで元気を貰っていると感じています。お

・会員増強セミナー 12／4（火）15 時開催予定

客さんの中には定年退職し悠々自適の生活をしている

・新会員の集い

人もいますが、彼らがそれで幸せかと言うと、そうで

≪理事会報告≫（敬称略）

もないようです。時間を持て余し、昼間から呑みに行

・次年度役員・・会長／大野 or 布野（要調整）、幹事

っても毎日は続かず、次第に元気が無くなります。元

／齋藤、副幹事／中丸、SAA／加藤、副 SAA／座間

気な人は、生き甲斐や趣味を持っています。地区大会

・2019－20 年度「ふるさとコンサート」協賛しない。

3／22（金）横浜ローズホテル

で何時も思うのは、PG の皆さんが皆お元気だという事 ・「子どもの夢叶えるコンサート」補助金申請の件
です。話の中からパワーを感じますし、それはロータ

11／3 の補助金説明会・・齋藤・小口（2 名出席）

リアンでいるからだと解釈しています。今月 31 日は脇

田所地区委員長にアドバイザイーをお願いする。

ガバナーが公式訪問にいらっしゃいます。その後、私
の店でフルートを演奏したいと、方々に声を掛けてい
るようです。皆さんも時間がありましたら、是非お付

・公式訪問・・会長･
幹事･
SAA･
地区委員は 11 時集合
他会員は 12 時までに集合
小口伸夫

会員

き合い下さい。日本も益々長寿社会となり、当クラブ

“柔道”と聞いて最初に出てくる名前

の兒玉一郎名誉会員も満 101 歳でお元気です。
人生 100

は嘉納治五郎です。嘉納は 1860 年神

年時代、私もあと 30 年、生き甲斐を見つけて、定年無

戸生まれで、1882 年（22 歳）に上野

し、生涯現役でロータリーを楽しみたいと思います。

永昌寺で道場を開きます。それ以前に、

起倒流等様々な柔術を学び、
“柔道”を作りました。当 あり、嘉納自身は無段ですが、明治 16 年に起倒流の
初の柔道は今と違い、蹴りや突き等の技があり危険な

免許皆伝を受けています。基本的には段位によって帯

ものだったようです。現在の講道館は柔道の総本山で

の色が決められていますが、地域や道場によって異な

すが、当時の柔道は幾つかあり、講道館はその内の一

ります。ロシアのプーチン大統領は八段です。昇段に

つの流派に過ぎませんでした。今の講道館長は上村春

は、毎年試合をして勝ち点を重ねなければならず、簡

樹氏で、1976 年モントリオール五輪の柔道無差別級金 単ではありません。柔道は、学校･町道場･警察･実業団
メダリストです。柔道の創始者として知られる嘉納治

等で発展してきました。競技的側面が強くなり、勝敗

五郎は教育者としても尽力し、東京帝国大学卒業後講

が優先になっています。特に東京五輪で負けて以降、

道館を開き、東京高等師範学校（現･筑波大学）の校長 100％競技のみの団体になってしまったと言えます。
並びに東京高等師範学校附属中学校（現･筑波大学附属 最近、スポーツ界のパワハラ問題が表面化しています
中学校・高等学校）校長を務めました。また旧制第五

が、柔道界も数年前に叩かれ、原点回帰としてマイン

高等中学校（現・熊本大学）校長を務めた後、1927

ドプロジェクト（礼節･自立･高潔･
品格）を実施してい

年神戸灘中高等学校を創立し、嘉納自身が柔道の精神

ます。柔道の稽古は、先ず受け身や技の型を練習しま

として唱えた「精力善用」
「自他共栄」が校訓となって す。柔道の型は、技の理合いを体得すると共に披露す
います。因みに、今年の世界選手権で優勝した、阿部

るという側面もあります。他にも約束稽古、乱取稽古、

兄妹も神戸出身です。嘉納治五郎は 1938 年（78 歳）、 試合稽古などの練習法があり、怪我などで練習が出来
エジプト･カイロで行われた国際オリンピック委員会

なくても見取稽古は出来ます。2020 年東京五輪では、

の会合に出席した帰路、氷川丸船上で、肺炎で亡くな

日本勢の活躍が期待できます。最後に紹介したいのは、

り、都立矢柱霊園に墓所があります。嘉納は柔道に限

パラ柔道です。主に視覚障害者で、全盲から弱視程度

らず、スポーツの発展にも努め、東洋初の IOC 委員と まで様々ですが、組み合った所から始めます。先日、
なり、1940 年開催の東京五輪招致に成功しましたが戦 講道館で強化選手の練習会があり、練習相手の招集が
争の激化で返上となりました。日本体育の父とも言わ

ありました。世界のパラ柔道のレベルは非常に高く、

れた嘉納治五郎は、柔道が強かったのか否かという話

日本のメダルは難しいと言われています。最近は知的

もありますが、船上でロシア人に絡まれて投げ飛ばし

障害者柔道も盛んになり、肢体不自由者柔道（車椅子

たという逸話があります。当時の柔道は今より泥臭く、 ／型披露）も始まっています。柔道人口は増えていて、
逃げ回ったり転がり回ったりしながらだったのではな

型選手権やベテランズ大会もあり、多様性を理解でき

いかと思います。嘉納を含め昔の柔道家は、皆小柄だ

るようになりました。歳を重ねても向上心を忘れず、

ったそうです。嘉納は虚弱体質でしたが、強い人に憧

自分を高め、友情の輪を広げ、その中で日本人として

れ自身を鍛えたそうです。実業家･渋沢栄一の依頼で、 の誇りを持つべきだと思いますし、心身共に鍛えられ
来日する米国大統領の前で演武をした事もあり、その
後、弟子の山下義昭は渡米し、ルーズベルト大統領は
じめ家族や取り巻きに長く柔道を教えていたそうで
す。嘉納治五郎の遺訓として「柔道は心身の力を最も
有効に使用する道である その修業は攻防禦の練習に
由って身體精神を鍛練修養し 斯道の神髄を體得する
ことである さうして是に由って己を完成し 世を補益
するが柔道修行の究意の目的である」があります。柔
道を一生懸命やる事で、その道を究めて自分を完成さ
せ、社会の為になりなさいという意味で、柔道の根幹

出 席 報 告

はこれにあります。柔道には段位が

る柔道人として、私も社会的使命感を持っています。

スマイル報告
笠井透

会員

今年度累計

￥80,500

妻の誕生日のお祝い、有難うございま

す。毎年、喜んでもらっています。
宮崎雄一郎

会員

今月は私の誕生月、先週お休みし

ましたので、今日スマイルします。皆さん、これから
もどうぞよろしくお願いします。
布野一喬

会員

先週お休みしてすみませんでした。

日曜日、治療の DVD 販売動画の撮影があったのです
が、2W 便秘気味、1 日 2～3H の睡眠しかとれない状
態でした。因みに、DVD は 12 月販売予定です。

会員数

免除者

出席者

欠席者

他 RC メイク

その他 R 活動

本日の出席率

修正出席率

14 名

1名

8名

5名

0名

3名

61.54 ％

9／26 75.00 ％

今後の予定

10/24（水）地区大会に振替 10/31（水）ガバナー公式訪問 11/7（水）【R 財団月間に因んで】

