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第２０２５回例会  

会長挨拶                             2020－21年度 畑中知昭会長 

皆さん今晩は。岩出さん、ようこそお越し下さいました。また若尾さん、大歓迎致します。 

前回の例会の時に、春は出会いと別れの季節と話しましたが、今日はまさに出会いと別れが来ました。ま

ずは杉山さん、入会ありがとうございます。よろしくお願いします。また宮川さん、急な別れで残念です

が、こちらにお越しの場合は是非顔を出してください。 

 オリンピックの聖火リレーですが土曜日に籏君の奥さんが出られました。私は家でスマホで観させてい

ただきました。日曜日には麦島君が下呂で走る所を、朝ご飯を食べながら見させていただきました。本人

にしても一緒に一度の事であると思いますが、非常に良かったな、うらやましいなという気持ちでいっぱ

いです。貴重な時を走られて良かったと思います。 

もう一つオリンピックの話ですが、いま水泳の日本選手権が開催しており、昨日も今日も夕方行っていま

すので、仕事を終わる頃に事務所で競泳を 3，40 分を見ているところです。2 位までに入るとオリンピッ

ク出場となっていますが、昨日の女子は 2位に入ったんですが、タイムが届かず、一人だけオリンピック

出場となって、非常に悔しい思いをしたり、今日の男子平泳ぎを見ていると、本命であると思う人が 3位

で出られない。又 1番は今週初めにあった白鳥にもゆかりのある池江恵理子さんですが、勇気をもらった

とか言われていますが、私はそんな言葉では片づけられないくらいすごいことだと思い、感じ入るものが

ありました。オリンピックについては開催をされる、まさか中止ということはないと思いますが、頑張っ

ている選手の気持ちを思うと、もしも無観客になったとしても何とか開催してほしいなと競泳を見て思い

ました。選手の千分の一でも見習って自分を見直さなくてはと思った次第でした。 

 

会員卓話                                     清水英志君 

 皆様今晩は。本日はスポーツ例会でしたが、コロナ禍という事でもうすぐ東京オリンピックが開催され

ますので、色々とヤホーで調べてきましたので、話したいと思います。 

 先ほど会長も話されましたが、先週土日に聖火リレーがありまして、籏さんの奥様と次の日は麦島君が

聖火ランナーを務められて、身近な方が走られると嬉しいし、楽しみになってきました。 

オリンピックと言っても古代と近代オリンピックがあります。今日は近代オリンピックについて話します。

最初はフランス人のピエール・ド・クーベルタン男爵が世界に呼び掛けて、古代オリンピックから 1500

年の時を経て近代オリンピックが開催されました。第 1回目は 1896年明治 29年に行われました。参加国

はヨーロッパを中心に先進国 14か国で、この時は男子のみで 80人参加です。競技は 8競技 43種目で行わ

れ、陸上、水泳とレスリング、フェンシング、射撃、自転車、テニスです。この大会には日本人は参加し

ていません。参加したのは 1912年明治 45年、スウェーデンのストックホルムで行われた第 5回から参加

しました。参加したのは 2 名で、三島弥彦さんが陸上の 100ｍ、200ｍ、400ｍに出場し、と金栗四三さん

はマラソンに出場しました。相当練習をしましたが、やはり初参加と初遠征のプレッシャーで予選で敗退

しましたが、相当悔しかったというエピソードがあります。日本人は初めてメダルを獲得したのは、1920



年、大正 9年年のベルギー アントワープ大会でメダルを獲得しました。僕は調べていてビックリしまし

たが、テニスで熊谷一弥さんが銀メダルを獲得しています。テニスというとヨーロッパなどが強いと思っ

ていましたが、意外にもテニスで銀メダルを獲得されていて、この方と柏尾誠一郎さんがダブルスで銀メ

ダルを獲得しています。 

初の金メダルは 1928年昭和 3年第 9回大会オランダ アムステルダム大会です。これも意外でしたが、織

田幹夫さんが三段跳びで獲得しています。この大会から初の女子参加になりました。そして 1964 年昭和

39年第 18回大会東京オリンピックが開催されました。話外れますが、戦争が終わったのは昭和 20年で、

19年しか経っていないのにオリンピックが開催されていて、写真でしか見たことはないですが、東京は焼

け野原の状態だったのが、19年で神がかりな復活劇と言いますか、昔は重機もないでしょうからものすご

い努力をされたのではないかと思いました。 

この大会は 93か国が参加されました。5142名が参加で20競技、163種目が開催されました。東京オリン

ピックでは日本は金メダルが 16戸、銀が 5個、銅が 8個です。僕が知っている限りではバレーボールの女

子で、ソビエト連邦を決勝で破って金メダルを取った日本女子バレーボールがテレビで話題になって、東

京オリンピックからバレーボールが競技に加わり、初バレーボールで初金メダルの初代だと書かれていま

いた。もう一人尊敬している人がいまして、桜井孝雄という方でボクシングのバンタム級 52～53キロです

が、その方も金メダルを取ったんですが、アマチュアで金メダルを取るのは大変なことで、相当な練習を

したのではないかと思います。この方はプロになって世界チャンピオンを目指したんですが、レベルの高

い選手が世界にはいまして、ファイティング原田さんや、ルーベン・オリパレスとかジョフリなど、ひし

めき合っていまいた。壁があって世界チャンピオンにはならなかったですが、アジア圏のチャンピオンに

なり、2 度ほど防衛しました。東京五輪のボクシング繋がりで大好きな選手ですが、アメリカのヘビー級

でジョー・フレージャーという選手ですが、のちに世界チャンピオンになります。その方も相当すごいで

すが、東京五輪の前にローマ五輪で金メダルを取ったカシアス・マーセラス・クレイという人がいまして、

のちのモハメド・アリに改名して世界チャンピオンになります。メキシコ五輪で金メダルを取ったジョー

ジ・フォアマンがいまして、相当パンチのある選手で、のちに世界チャンピオンを 3人で争うんですが、

壮絶な戦いで、僕はボクシングが好きになったきっかけを作ってくれた選手です。この話をすると 3日く

らい掛かるので、やめておきます。 

今年、東京オリンピックが開催されます、7月 23日から 8月 8日まで開催されますが、競技は史上細田の

33競技、339種目で開催されます。この大会からの追加種目は空手とスポーツエイル、とスケートボード

とサーフィンです。池江選手も決定されましたし、皆さんそれぞれ応援する人いると思いますが、もう一

人岐阜県で出場される人がいて、大変申し訳ないですがボクシング選手で、多治見出身の田中亮明選手で、

フライ級で出場します。弟が世界チャンピオンです。僕はこの選手を応援しています。 

 最初に話せばかったのですが、オリンピックの目的は、「スポーツを通して心身を向上させ、さらには文

化・国籍など様々な差異を超え、友情、連帯感、フェアプレイの精神をもって理解しあう事で、平和でよ

り良い世界の実現に貢献すること。」という目的があります。僕はロータリーには、ロータリーの目的があ

りますので、それを思い進んでいこうかなと思います。 

 

３分間スピーチ                                  羽土洋司君 

 最近思う事を話したいと思います。一つ目は、節目という事で、人生の中で節目をいくつも迎えます。

そのおかげで色んな楽しい思いもつらい思いもしますが、お陰で強くなっていける、竹の節とよく言われ

ますが、そういう風にそのお陰でやっていける、学校生活でも子供の頃から経験をしていてそれも大事な

んだと、特に 4月は遠くに行って頑張れる方、新しく来られる方、そんな事をみんなで乗り越えて強くな

れられたらと思います。２つ目は、コロナウイルスで思う事ですが、今日も３千人の患者が超えたと言わ

れていましたが、言い方を変えると世界中で見た時、人間があまりにも自分の事だけを考えて生き過ぎて

いるという気がして、それが地球環境、温暖化や気候変動に影響をしていると思います。 

それを心配した一つの神様が、それにはワクチンとしてコロナウイルスをばらまいたんじゃないかと、こ

ういう見方もできるのではないかと思います。自分勝手に生きた人が今苦しんでいる、自然や動物たちは

何も変わっていないのに、どんどん生き様が厳しくなっているのは、一つ反省する時期ではないかと思い

ます。最後はそれに関連して、やっと日本も脱炭素ということを打ち出しました。私は今年の抱負で、出

来たら仕事でそこへ向けた仕事がしていきたいという決意を向けたら、ここ 2ヶ月で建築、住宅関係の方

面の事がガラッと大きく変わってきたんです。それで 2050年までにどうするかという所を考えないと未来

の子供たちに、今の住みやすい地球を受け渡すことができないんです。それを真剣に考えらなければいけ

ないと強く思います。国が変わってきたので、将来、子どもたちに怒られずに済むかもしれない、笑って

もらえるかもしれない、ひょっとしたらという所まで今来ようとしています。是非できる事をしっかりや

っていって、自分たちの時代で、地球をこれ以上酷くしないように肝に銘じてやっていきたいと思います。 

 



 

新会員紹介  杉山賢君 

事業所 ：社会福祉法人 白車会 

職業分類：保育園  

 

 

 

 

ニコＢＯＸ                           ニコＢＯＸ委員会 遠藤正史君 

郡上八幡 RC 岩出様 やっとかめにお邪魔しました。映画「かば」上映案内にきました。よろしくお願い

します。 

畑中君 岩出さん、若尾さん、ようこそ。杉山さん、入会おめでとう、よろしくお願いします。宮川さん、

寂しいですが、頑張ってください。 

松森君 杉山賢君、ようこそロータリーへ。同級生としてとてもうれしいです。皆さん、よろしくお願い

します。 

宮川君 郡上長良川 RC には丸２年お世話になりました。温かくメンバーに迎え入れていただき、本当に

感謝しています。ありがとうございました。 

小島君 宮川さん、約 3年間ありがとうね！Ｂ５の会は引き続きよろしくね。 

東田君 うちの庭に中にある 14本の桜も満開です。 

羽土君 また逢う日まで、逢える時まで 別れのそのわけは話したくない。なぜか寂しいだけ、なぜかむ

なしいだけ・・・皆さん、乗り越えていきましょう。 

井俣君 岩出さん、若尾さん、杉山さんようこそ、本日は小学校も入学式でとても良い日です。これから

もよろしくお願いします。 

寺田正実君 桜満開、楽しみたいですが、他所ではコロナ満開状態、注意！ 

旭君 浄願寺様、ご入会おめでとうございます。よろしくお願い致します。若尾様、ようこそ郡上長良川

ロータリークラブのご見学、ありがとうございます。 

山下君 杉山君入会ありがとうございます。楽しいロータリークラブを共に過ごしましょう。宮川君、短

い期間でしたが、ご活躍感謝します。若尾さんようこそ、ご歓迎致します。 

藤代君 杉山さん入会おめでとう。待っていました。宮川さんとても残念です。また遊びに来てください。

岩出君、歓迎致します。若尾様ようこそ。是非入会してください。 

大村君 杉山賢君、入会ありがとう。宮川さん元気で、又会える日を。新支店長さんようこそ。うれしい

やら悲しいやら。 

佐藤君 岩出さん、若尾さん、杉山さんようこそ、宮川さん、川島さん、お体大事にお元気で。 

和田良一君 杉山君、お待ちしてしいました。入会ありがとうございます。これからは一緒にロータリー

を楽しみましょう。若尾様、岩出君、ようこそ。宮川さん、淋しくなりますね。たまには白鳥へ遊びに来

て下さい。一緒に楽しいお酒を飲みましょう。 

山口君 杉山賢先生、ようこそ。郡上長良川ＲＣへ。一緒に活動出来ること、楽しみにしております。 

籏君 杉山先生、ご入会おめでとうございます。あと嫁さんが聖火ランナーを無事務めました。皆様、あ

りがとうございます。あと本日、長女の入学式でした。 

寺田澄男君 杉山賢君、待ち焦がれていました。入会おめでとうございます。ともにロータリーを楽しみ

ましょう。「くむんだー」事業お世話になりました。宮川さん、名残惜しいです。新任地でも期待のホープ

としてご活躍下さい。十六銀行若尾支店長様、ようこそ歓迎するとともに、ご入会是非お待ちしておりま

す。八幡クラブ岩出君、川島さん、ようこそ、歓迎致します。 

同文 三島勲君、野島君、石徹白君、原君、美谷添里君、島崎君、清水君、遠藤君、川島君 

次回例会予定            

４月１８日 地区研修・協議会         ４月２８日 1年間の反省① 

４月２１日 地区研修・協議会報告       ５月 ５日 法定休日 

出席報告                              出席委員会 麦島洋介君 

例会日：毎週水曜日 18：30～    例会場及び事務所：白鳥町農業指導研修センター2Ｆ   

TEL.0575-82-3822   FAX.0575-82-5191E-mail gsrc@abelia.ocn.ne.jp発行 クラブ会報委

 

 会員数 出席者数 欠席者数 補正者数 出席率 出席免除 

第 2024回 ３３名 ２２名 １０名  68.75％  

第 2025回 ３３名 ２９名  ４名  87.88％  
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