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井辺 一章
堺
和信
田中 晶洋

そば畑の散歩道

＜本日のプログラム＞
＜会長の時間＞

田中 晶洋

お祝い

◎会員誕生日(写真左より)

8 月も終わり、会長として 2 ヶ月が
経過しました。この間に新しい仲間が
加わりましたが、先日のクラブアッセ
ンブリーでは、増強委員長いわく純増
5 名目標との事ですので私も一緒に
頑張りたいと思っています。ただし、増強は一部の人だけではなく、
全会員一丸となってあたらなければ成し得ない課題ですので、会員
一人が必ず一人を紹介する、といった意気込みで
ご協力を願いたいと思っています。よろしくお願いいたします。

＜幹事報告＞
◎米山梅吉記念館より
・秋季例祭のご案内および「賛助会員」
「100円募金運動」のお願い
例祭日時
9 月 24 日(土) １４：００～
場
所
米山梅吉記念館ホール
賛助会員登録
一口 3,000 円にて一年間会員登録
◎国際ソロプチミスト高山より
・新事務局のご案内(2016 年 9 月～2017 年 8 月)
〒506-0054 高山市岡本町 4-1-1 田近 薫(会長)
TEL 34-7677
＜受贈誌＞
ＲＩ日本事務局（財団室 NEWS2016 年 9 月号）､2630 地区財
団部門委員長(第 2 ゾーンロータリー財団ニュース 9 月号)、財
団法人米山梅吉記念館(館報 Vo28)、(財)比国育英会バギオ基金
（バギオだより Vol.56）
、社団法人高山市文化協会(広報高山の
文化)、岐阜県環境生活部人権施策推進課長(人権だより No66)

＜出席報告＞
区分

出席

Make-Up

出席者数

会員数

出席率

前々回

35 名

3名

38 名

40 名

95.00%

本日

31 名

－

31 名

39 名

79.49％

堺 和信、松川 英明、萱垣 敬慈、田中 武、田邊 淳、杉山 和宏
９.１５、 ９. ５、 ９.１４、 ９.１７、９.２０、９.２１
◎夫人誕生日(当日、ご自宅に花束をお届け)
大村 貴之
真由美さん
９．１８
遠藤 隆浩
明日香さん
９．２４
◎結婚記念日
蜘手 康介
Ｈ１４．９．１
◎出席表彰
なし
◎在籍周年記念表彰
なし
◎３ヶ月表彰
・榎坂 純一 ・大村 貴之 ・下屋 勝比古 ・塚本 直人 ・平 義孝
・松川 英明

社会奉仕・ヘルス委員会
担当例会
委員長

下屋 勝比古

本日は私もトレーナーを務めさせていただいている、NPO 法人
飛騨高山ハンドボールクラブ「飛騨高山ブラックブルズ岐阜」より
山川 由香 監督にお越しいただきました。
会長はじめ、ご存じない方も多いかと思いますが、ブラックブ
ルズは日本のハンドボールのトップリーグを戦うクラブチーム
です。お手元に試合日程をお配りしましたので、是非一度試合を
見に会場へ足をお運びいただき、
さらに応援頂けるお気持ちにな
った際にはファンクラブへも加入いただければと思います。
では
山川監督をご紹介させていただきます。

人類に奉仕するロータリー

例会報告
山川監督は、愛知県春日井市出身。名古屋短期大学付属高校
（現在の桜花学園高校）時代から日本代表を務め、平成８年に
は所属した株式会社イズミにて日本リーグ優勝を果たされまし
た。平成９年から桜花学園コーチを務め、全国優勝も経験され
ています。平成２０年「ＨＣ高山」監督として招かれ、平成２
４年ぎふ清流国体５位入賞。平成２５年「飛騨高山ブラックブ
ルズ岐阜」設立とともに初代監督となり現在に至っています。
昨シーズンは日本リーグ５位。今シーズンは４位以上（プレー
オフ進出）を目指して日々熱血指導をしていらっしゃいます。

先日閉幕したオリンピック、皆さんもご覧になられたかと思
いますが、スポーツに対する国民性の違いが非常に浮き彫りに
なります。例えばレスリングの吉田選手の決勝後のコメントが
話題となりました。日本の主将として役目を果たせなかった、
ゴメンナサイと。海外は良くも悪くも個人主義ですので、勝っ
たのも負けたのも自分、この様な言葉は出てこないと思います。
また、例えば韓国では金メダルをとると年金としてその日から
一生涯毎月約 10 万円程支給されます。日本では報奨金という形
で一時金での支給です。生涯での受取総額に大きな開きが出ま
す。一般にスポーツ選手は引退後の生活に困窮する場合が多々
ありますので、継続的な収入を得られるという事は、競技に取
り組むにあたっても非常に大きな安心感を得られる事になりま
す。私自身は日本代表を退いた後もこうしてハンドボールに関
わることが出来ていますが、引退後はトラックの運転手だとか、
清掃業とかあるいは水商売といった、手っ取り早く日銭を稼げ
る仕事にしか就けなかった、という代表時代のチームメイトも
実際にいます。スポーツに打ち込んで人生損をする、という国

また今日はもう一人、チームの中心選手、金 恩恵（きむ う
んへ）さんにもお越し頂いているので、ここでご紹介します。
金選手は１９８８年５月１５日生の２８歳。韓国の貞信高校を
卒業後、韓国実業団を経て富士大学（岩手県）に入学。卒業後、
2013 年設立された飛騨高山ブラックブルズ岐阜に加入しました。
右投げのセンターバックプレーヤーで、チームの２０％を得点
する大黒柱です。昨シーズン終盤に左ひざを負傷しましたが、
今シーズン見事復活し、活躍を期待されています。
では山川監督、スピーチよろしくお願いします。

では、競技のレベルアップは望むべくもないのではないでしょ
うか？また、ハンドボールコートは４０m 必要ですが、日本の
学校の体育館の規程ではその広さが確保出来ません。例えば高
山ですとビッグアリーナの様な公共のスポーツ施設のみでしか
練習が出来ません。またそういった施設でも、ハンドボールは
ボールの滑り止めに松ヤニを使うので、コートが汚れるので使
用不可、という事もあります。ヨーロッパなどですと家から履
いて行った靴のまま練習し、そのまま家へ帰る、といった事も
珍しくなく、スポーツが生活に根付いていて、スポーツをする
ハードルが非常に低い感があります。実際にはスポーツ専用松
ヤニがあり、必ずしも床が黒くなる、と言う事ではないのです
が、日本はスポーツ施設では専用シューズに履き替える程、施
設が非常に綺麗です。そこは海外に誇れる面でもあるとは思い
ますが、逆に競技の間口を狭くしている面もあるかと思います。
ブラックプルズはクラブチームです。女子リーグ７チーム中、
企業チームは３チームだけ、企業チームの選手はハンドボール
だけしていれば良いですが、クラブチームの選手は日中は職場
の皆さんと同じように働き夜練習、土日に試合、という生活で
す。リーグの試合で地方に行けば、帰りは夜中の１時２時、冬
場はそれから雪かきをして、それでも翌日からまた一週間通常

飛騨高山ブラックブルズ岐阜

山川 由香 監督

我々のチームは、
先程もご紹介いただいた通り平成24年の｢ぎ

勤務、という中々大変な生活を強いられている訳ですが、それ
でも頑張っているからこそ職場の皆さんに応援してもらえます。

ふ清流国体｣のハンドボールチームをもとに結成されました。チ

また先程選手引退後の話をしましたが、その面では心配が少な

ーム名を決めるに際し、美濃の方の『岐阜』を入れなければ、

く競技に取り組めると言えます。

という意見と、飛騨の方の『飛騨高山』だ、の双方が譲らず両

選手の生活とクラブ運営双方を永く継続出来る様、クラブチ

方を含めようとなり、しかし「岐阜飛騨高山」では住所みたい

ームとして地域に密着し、またプレーオフ進出を目指し地域の

だ、と言うので、間に愛称を挾む事になりました。その頃、和

皆様と感動を共有できるようなチームを目指し頑張って参りま

牛共進会での飛騨牛の 2 連覇が途切れた時でもあり、もう一度 1

すので、応援をよろしくお願い申し上げます。

位に返り咲いて欲しいという願いも込め、飛騨牛は黒牛⇒｢ブラ
ックブルズ（牡牛）｣となりました。

人類に奉仕するロータリー
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＜ニコニコボックス＞
●高山中央ＲＣ 永井 信次 様
久しぶりにお邪魔しました。よろしくお願いします。
●高山中央ＲＣ 岩垣津 亘 様
本日はよろしくお願いします。また 10 月 22･23 日の剱田ガバナ
ーの地区大会、ご協力よろしくお願いします。
●井辺 一章さん、堺 和信さん
飛騨高山ブラックブルズ岐阜監督の山川 由香 様と選手の金恩
恵様のご来訪を歓迎いたします。本日はご講話宜しくお願いし
ます。就任から 2 ヶ月が経ちようやく会長・幹事らしくなって
きたような気がします。問題山積の毎日ですが、皆さんのご協
力により何とか乗り越えてより良い高山西ロータリークラブに
していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
●下屋 勝比古さん
「飛騨高山ブラックブルズ岐阜」山川 由香監督様、金恩恵選手
のご来訪を歓迎いたします。シーズン前の決意の卓話宜しくお
願します。オランダは暑くて涼しかったです。先週お休みでス
ミマセン。
●内田 幸洋さん、山下 直哉さん
永井さん、岩垣津さん、ようこそお出で下さいました。いよい
よ本番が迫って来ましたが頑張って下さい。また先週はメーク
アップさせていただきありがとうございました。
●挟土 貞吉さん、古橋 直彦さん
・永井信次さん、岩垣津 亘さんのご来訪を大歓迎します。よう
こそお越し下さいました。
・田近 毅さんお帰りなさい。首を長くしてお待ちしていました。
●田中 武さん、米澤 久二さん、垣内 秀文さん
田近 毅さん、お元気なお姿を拝見し大変嬉しく思います。今ま
でと同様ご指導よろしくお願いします。
●田近 毅さん
７月７日に右腎臓腫瘍のため 1/3 を摘出し元気になって帰って
来ました。クラブからお見舞いを頂きありがとうございました。
●榎坂 純一さん
9 月 17 日から 19 日の 3 日間、宮川朝市通りにて昼から｢宮川ご
ごから市場｣というイベントの開催が決定しました。昼からも観
光客で賑わう通りを創るを合言葉に、様々な方々からご協力を
頂き開催させていただきます。ご協力頂きました皆様にお礼申
し上げます。当日晴れます様に!!
●伊藤 松寿さん､田中 武さん､垣内 秀文さん､井上 正さん､
田邊 淳さん､萱垣 敬慈さん
先日発生した台風 10 号は、不思議な動きで北海道・東北地方に
大きな被害をもたらしました。この台風 10 号は、11 日 3 時間の
｢長寿記録｣を 46 年ぶりに更新!!『ライオンロック』と名前が付
きました。亡くなられた方のご冥福をお祈りします。また台風
12 号が九州地方に接近中!!雨･風に十分注意して下さい。

人類に奉仕するロータリー

