奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために
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本日

４月20日㈬ 12：30 ザ クラウンパレス新阪急高知
ゲストスピーチ
「須崎を元気にしたい！ 私たちにできること」
ヨシノマリーナリゾート
由美 氏
㈲吉野工作所 取締役 吉野

第2527回 例会報告／令和４年４月６日

天候

次週

４月27日㈬ 12：30 ザ クラウンパレス新阪急高知
ゲストスピーチ
「心技体。居合道日本一の体験談」
入交グループ本社株式会社 常任監査役 丸岡 昭仁 氏

晴

◇ロータリーソング
「君が代」
「四つのテスト」
◇会 長 挨 拶

じて体験を積み、成長することで真のロータ
リアンになっていくことだそうです。３番目
に同業者の団体における活動。これは、各業
界へ派遣されたロータリーの代表として、高
皆さま、こんにちは。
い職業倫理基準と奉仕理念を業界に広め、そ
本日は大変お久しぶりで、 の業界をより良くしていくことです。４番目
チャーターメンバーの西
に公共的かつ慈善的奉仕というのは、ロータ
山会員もいらっしゃって
リーは会員をよりよき市民に、同業者団体の
います。ありがとうござ
よりよきメンバーに成長させるための訓練の
います。
場である。したがってロータリアンは、その
先週の得月樓の花見夜間例会では多くの皆
地域社会、業界、そして所属する公共的な慈
さまにご協力いただき、大変楽しい時間を過
善団体において、積極的に価値ある行動をし
ごすことができました。オークションもなか
なければならない。と述べています。
なか盛り上がって、たくさんの義援金も集ま
このようなことを念頭に置いて、徐々にロ
りました。本当にありがとうございました。
ータリーを単なる社交の場ではなく、人生を
３月の転勤で複数人の退会が出ていますが、
豊かにする場にしていただけたらと思います。
新しく入会される方も次々といて、次年度の
組織づくりは大変だと思います。よろしくお
願いいたします。
そんな中、ロータリーの基本に帰り、最近
入会された方にロータリアンの活動について、
改めて知っていただきたいと思います。ガイ
・ガンディカーは、次の四つの活動を積極的
に行うアクティブロータリアンだけが唯一の
ロータリアンであると述べています。
一つ目は、個人としての活動。これは職業
人として、自分自身を、事業を、職種、業界
を、そして社会を向上させることと述べてい
ます。２番目にロータリークラブにおける活
動。それは、例会などで会員同士が会話を通
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◇新入会員紹介
氏
名
生年月日
職
業

関
雅明
1969年５月31日
関 株式会社
常務取締役
配 偶 者 夏子 様
趣
味 ゴルフ、ジム、音楽、読書、映
画鑑賞など
専任アドバイザー
松野宏司会員
関 雅明氏挨拶
私は、今の会社に入って21年になり、現在
は常務取締役として仕事をしています。
今日から東ＲＣに入会することになりまし
たが、人と人との出会いを大切にし、また、
人との交流をさらに深めていきたいと思って
います。あっという間に53歳になりましたが、
まだまだ若輩者です。ご指導、ご鞭撻をよろ
しくお願いします。
◇青少年奉仕委員会より
コロナの関係で２年間中止していたRYLA
セミナーを、今年度は開催します。ただし、
2670地区単独で人数を制限して、国民宿舎小
豆島での開催となります。日程は５月26日〜
29日、締切は４月22日、参加への協力をよろ
しくお願いいたします。詳細は、私か事務局
までお願いします。
◇委嘱状伝達
柳澤光秋会員
（2022−2023年度
指名委員会委員、
規定審議委員会委
員、広報・ＩＴ委
員会カウンセラー）

◇４月の会員祝日（敬称略）
会員誕生日
松﨑 郷輔
中西 克行
関
淑公
西内 俊介
配偶者誕生日
𠮷永 佳子
前川 穎司
猿田 静子
寺村みゆき
土居 京子
野口 和秀
家庭記念日
早瀬 源慶
西内 俊介
岡 今朝男
西山 忠利
入会記念日
前田
博
山村 一正
◇会 長 報 告
監査委員を今月から早瀬会員から前田会員
に交代しました。
◇幹 事 報 告
４月のロータリーレートは１ドル122円です。
本日例会終了後、理事会を行います。
本日入会の関さんは親睦委員会に所属しま
す。
高橋（典）会員が、親睦委員会と広報・Ｉ
Ｔ委員会を兼任していましたが、今月から
広報・ＩＴ委員会専任となります。
◇副幹事より
本日、次年度の名簿をお配りしましたが、
クラブ奉仕委員長を浦田さんから𠮷永さんに
変更・訂正をお願いします。
13日、18時30分から得月樓で第１回クラブ
協議会を開催しますので、委員長は参加をお
願いします。
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◇ゲストスピーチ

ビーチバレーボール国際審判員
（一社）
日本ビーチバレーボール連盟 審判委員長
高知県ビーチバレーボール連盟 会長

里見真理子 氏

「オリンピックレフェリーの流儀」

皆さんは、ビーチバレーボールをご覧にな
ったことはありますでしょうか。
昔はよく海水浴やプールなどで遊ぶビニー
ルのボールがビーチバレーボールでしょうと
言われて、スポーツだと認識をなかなかして
もらえなかったのですが、最近はテレビでも
よく出してもらって、少し知られるようにな
ってきたと思います。実は、私も昔はビーチ
バレーボールの選手で、1997年のなみはや国
体には高知県代表で出場して、５位に入賞し
ました。
ビーチバレーボールは２対２で対戦します。
ネットの高さは６人制のバレーボールと同じ
で、ボールもほぼ同じ大きさです。バレーボ
ールと違うところは、試合では監督がベンチ
入りできませんし、交代メンバーもいません。
６人制と同じぐらいの広いコートを２人で守
り、１人がブロック、１人がレシーブをする
のが基本です。灼熱の太陽の下、降りしきる
雨の中、風が吹き、砂の深さに対応しながら
２人だけで戦術を考え、高さやパワーだけで
なく奥深い面白さのあるスポーツです。世界
的にはメジャースポーツで、オリンピックで
は1996年のアトランタから正式種目になり、
集客数はナンバー１です。
どの競技のアスリートでもオリンピックに
出場して、そこで最高のパフォーマンスを発
揮することを目指して毎日トレーニングを積
んでいますが、オリンピックに出場できるの
は、ほんの一部の選手だけで、ましてメダル
を勝ち取るためには実力もさることながら、
強靭な精神力と運にも恵まれなければ成し遂
げられない、特別な舞台です。その舞台を目
指しているのは、アスリートだけではなくて
レフリーも同じです。レフリーも、まず自分
の国でトップにならなければオリンピックに
立つことはできません。自国開催であろうと

何ら変わりはありません。
トップレフリーになるプロセスは、ビーチ
バレーボールの場合は、まず、国内のＣ級審
判員を取得。18歳以上であれば、高知県内で
講習会と筆記テストを受ければ取得でき、Ｃ
級審判員は、県内の大会で審判ができます。
その後、上級審判員の評価が出ると、最短で
１年間でＢ級審判員に昇級。ここまでは都道
府県で取得できますが、Ａ級審判員になるた
めには、都道府県協会の推薦を受けて日本バ
レー協会が２年に１回実施するＡ級審判員の
審査会を受験しなければならないので、Ｂ級
審判員の実績が重要です。
私の場合、2002年の高知国体でレフリーを
確保する必要性があったのと、女性審判員育
成という動きがあったという運にも恵まれて、
1999年、１週間のＡ級審査会を受験して合格。
全国大会で実績を積んだ後、高知国体で、国
体史上女性初の決勝の主審に指名されました。
Ａ級審判員になった後は、いよいよ国際審
判員のライセンス取得です。国際連盟の試験
を受けるためには、日本協会の推薦が必要で、
私は2004年、タイで開催された試験を受験し
ました。審判に関しては自信はありましたが、
難関は80点以上必要な筆記テストです。13名
中６名が合格、私はギリギリ80点で合格しま
した。
全国に出れば高知の、世界に出れば日本の
ポジションや評価は全然通用しません。私も
海外の大会ですぐに実力が認められたわけで
はなく、いずれの時点においても、自分の実
力を信じて研鑽を続けてきた結果、４年に１
度のアジア大会に、2006年から毎回指名して
いただけるようになりました。レフリーがど
の試合を担当するかは、大会審判長が決定し
ます。サッカーのように前もって発表がある
のではなく、大会当日の朝のミーティングで
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その日のローテーションが発表されます。口
にこそ出しませんが、レフリーはみんな決勝
の審判をねらっていて、最終的には選手と同
じように実力の世界です。
日本は審判団みんなで協力して、スムーズ
なゲームメイクを目指しますが、外国のレフ
リーは、選手に威厳を示すことに力を注いで、
自分を守るために他のレフリーを批判したり、
激しい足の引っ張り合いがあります。日本人
は礼儀正しい、秩序を守る、奥ゆかしいなど
素晴らしいと言われる反面、自分の意見を言
わない、個性がないとも言われます。私は、
外国のレフリーと会話をして、上手なレフリ
ーの試合を見て技術を盗む努力をしてきまし
た。そのかいあって、2010年のアジア大会の
決勝戦を担当。2013年からは世界大会でも決
勝戦を割り当ててもらえるようになり、2015
年からは世界各国のトップレフリー１名ずつ
が指名される、２年に１回の世界選手権大会
にも指名されるようになりました。
その世界選手権のレフリーの中からトップ
16名がオリンピックレフリーに選ばれます。
大会でミスがあればすぐに交代させられます
ので、オリンピックまでの４年間はトップレ
フリーで居続けなければなりません。私にと
って国際大会120大会目となる東京オリンピ

ックの16名の１人として指名されたときは、
本当に嬉しかったです。ただ、コロナの関係
でオリンピックが１年延期され、３名がカッ
トされるという大きな事件がありました。
シビアな状況の中で審判をしますが、私が
日本式の審判スタイルにこだわったのは、選
手がパフォーマンスを最大限に発揮できるこ
とを最優先にしたからです。それは、私が世
界で唯一選手出身の国際審判員だからこその
感性だと思っています。
（映像紹介）
私の夢は2020年の東京オリンピックのレフ
リーになることでした。その夢が叶ったこれ
からは、私にしかできない国際連盟やアジア
連盟とのネットワークの役割ととともに、若
いレフリーの才能を潰すことなく、かといっ
て無理やりレフリーをつくるのではなくて、
素晴らしいレフリーが生まれてくるまで、日
本人としての誇りを持って、ぶれることなく
ビーチバレーの魅力、本質に向き合いたいと
考えています。
皆さまには今日を機会に、いろいろなスポ
ーツのレフリーにも目を向けていただき、ま
た、ビーチバレーボールというスポーツを応
援していただけたら嬉しいと思います。
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水谷直人 この度、転勤で皆さまに直接ご
あいさつができなくて申し訳ございません。
高知で過ごした２年間、家族ともども楽しい
時間を過ごすことができました。勝手に第二
のふるさとだと思っています。どうぞ、皆さ
ま、お体ご自愛ください。本当にありがとう
ございました。
中平真理子 関 雅明さん、ご入会おめで
とうございます。今後ともよろしくお願いい
たします。里見さん、卓話ありがとうござい
ました。
関 淑公 誕生日記念お礼。83歳、会社入
社59年。そしてロータリー入会41年を迎えま
す。これからも長く長く努められるようガン
バリます。
中西克行 誕生祝いありがとうございます。
４月15日18時30分、ワイン同好会開催します。
出席表を置いてますので、出席の方は記入を
お願いします。よろしければご婦人、ご主人、
同席も大丈夫ですのでご参加ください。
松﨑郷輔 誕生日のお祝いありがとうござ
いました。
𠮷永光男 家内誕生日品物ありがとうござ
います。昨晩、吉永家御用達のうなぎの「は
しもと」で松を食べました。機嫌が良くなり
ました。
猿田隆夫 妻の誕生日お祝いありがとうご
ざいました。
土居祐三 嫁さんの誕生日祝いありがとう
ございます。ホワイトデーのお返しもまだあ
げてないのにどうしましょう。
西村美香 夫の誕生祝いありがとうござい
ます。最近、夫の方がダイエット成功してい

てあせりますが、これからも健康でいてもら
いたいと思います。
西内俊介 毎年４月は特別な月です。誕生
日と結婚記念日が重なっています。本日記念
品ありがとうございます。また、里見さん、
本日のスピーチありがとうございました。
寺村 勉 コロナで延期していた次女の結
婚披露宴、県のコロナ対応方針に基づき参加
者全員の抗原検査をさせていただき、やっと
執り行うことができました。皆さんには大変
ご迷惑をおかけしましたが、開催できてよか
ったです。女房の誕生祝いとネームプレート
持ち帰りのお詫びととともに。
西山忠利 家庭記念日お祝いありがとうご
ざいます。久しぶりの例会出席です。
岡 今朝男 家庭記念のプレゼントありが
とうございます。
前田 博 入会記念ありがとうございます。
32年目を迎えます。長くなりました。
山村一正 入会記念ありがとうございます。
別件ですが、当宮に新たにアジト…ではなく
サロンができました。𠮷永さん、石川さん、
浦田さん、岡﨑さん、鬼田さん、西内幹事、
ありがとうございました。
高橋典子 先週の花見夜間例会ではオーク
ションにご参加いただきありがとうございま
した。つたない司会でしたが、楽しんでいた
だけたら幸いです。高知新聞の広告でご存知
かと思いますが、親会社の三愛石油の社名が
三愛オブリ株式会社と変更となりました。当
社も三愛オブリカスタマーサービス株式会社
に社名変更しております。今後もよろしくお
願いいたします。
福岡満喜子（親睦委員会） 先週の花見夜間
例会、皆さまご協力ありがとうございました。
おかげ様で、多額の売上になりました。
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■高知東ＲＣ当面の日程
４月27日㈬ 役員会
５月４日㈬ 休会（国民の祝日）
５月11日㈬ 定例理事会
５月18日㈬ 第６回クラブ協議会・現新合同
（未定）
５月25日㈬ 役員会

■例会変更のお知らせ
高知北ＲＣ
４月25日㈪
高知ロイヤルＲＣ
４月26日㈫
高知中央ＲＣ ４月28日㈭
高知北ＲＣ
５月２日㈪
高知ロイヤルＲＣ
５月17日㈫
高知西ＲＣ
５月20日㈮
高知北ＲＣ
５月23日㈪
高知南ＲＣ
５月26日㈭

チビニコ

創立夜間例会
休会
休会
ロータリー休日
ロータリー休日
ロータリー休日
職場例会

● 出席率報告 ●

● ニコニコ箱 ●
ニコニコ

ロータリー休日

合

計

総数 出席 欠席

先週まで

920,500円

8,422円

928,922円

４月６日

−2

４月６日

65,000円

2,853円

67,853円

３月23日

−2

今期の累計

985,500円

11,275円

996,775円

メイク
アップ

HC出席率 出席率

51

42

5

2

82.35％ 89.80％

52

34

0

16

65.38％

100％

●会長／中平真理子 ●幹事／西内俊介 ●雑誌会報委員／佐野博三・水谷直人・西村美香
●例会日／毎週水曜日12：30PM〜1：30PM ●例会場／ザ クラウンパレス新阪急高知 （088）
873−1111
●事務所／高知新聞放送会館６階 〒780−8572 高知市本町3−2−15
直通（088）
824−8660
ホームページアドレス
（PC・携帯共通）
http://www.kochi-east-rc.com
メールアドレス 事務局／hcrc@coﬀee.ocn.ne.jp 広報ＩＴ委員会／info@kochi-east-rc.com
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