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2 ミリの革命

昨今の卓球ブーム、先月の世界選手
権での日本人選手の大活躍があり卓
球ブームに火がついた感があります。
2000 年以降の生まれの選手が大活躍
です。卓球のボールの話をしたいと思
います。
2000 年から、ボールが直径を 38mm から 40mm になりました。た
った 2 ミリ大きくなっただけですがボールの空気抵抗が増し、また
回転をかけにくくなり、従来よりもラリーが続くようになりました。
以前はラリーの回数は平均３～４回で所要時間は３～４秒でした。
観客やテレビ中継を見ている人にはあまりにも短く、つまらないと
思われました。テニスでもそうですが、男子はサーブだけで決まる
場合が多く、ラリーの続く女子の試合の方が面白いです。卓球界で
観客の歓声が沸くのはいつか調査した結果、ラリーが７～８回続い
て鮮やかなショットで勝負が決まった時だったそうです。
卓球界はラリーのだいご味を見ている人に味わってもらおうと
して、ラリーが続くようにしてテレビ写りを良くしようとしたみた
いです。ボールを少し大きくし、回転数を減らしスピードを抑えて
ラリーが続くようになりました。プレーしている人間にとってボー
ルの回転はとても面白いですが、観客やテレビ中継を見ている人に
とってボールがどのように回転しているか、わかりづらいものがあ
ります。今の卓球は見栄えをよくするようにボールの回転よりもラ
リーの重視になっています。陰気なスポーツと言われる卓球界も、
ラリーを多くし面白くして人気を獲得するため地道な努力を続け
ています。他にもいろいろな改良・工夫を続けています。
卓球のボールのたった２ミリの拡大はわずかな改良ですが、卓球
界に大きな衝撃を与えました。このことはロータリークラブの活動
や企業経営にも言えることかなと思っております。

＜幹事報告＞
◎高山市ソフトミニバレーボール選手会、高山市体育指導委員会より
・第68回高山西ＲＣ杯争奪高山市ソフトミニバレーボール大会について
日時
8 月 6 日(日) 午前９時より
会場
飛騨高山ビックアリーナ
＊開会式にてご祝辞を賜りたくお願い申し上げます
◎高山ロータリークラブ より
・高山５クラブ親善ゴルフコンペのご案内
日 時
9 月 17 日(日) 12：29 スタート(アウト・イン同時)
場 所
飛騨高山カントリークラブ
表彰式
高山グリーンホテル
19：00～
参加費
8,000 円
＊プレー代は各自清算
締 切
8 月 25 日(金)

米澤 久二
鴻野 幸泰
新井 典仁

17-18 年度会報月間写真
7 月 富山城

お城シリーズ
新井 典仁

◎高山市青少年育成市民会議より
・平成 29 年度少年野外活動の出役について
日時
8月19日(土)13：00市役所出発20日(日)15：30解散(予定)
会場
国立乗鞍青少年交流の家 キャンプ場
＜例会変更＞
高山 … 8 月 10 日（木）は、納涼ゆかた例会のため、
18：30～ 恵の久 に変更
8 月 31 日（木）は、定款により、休会
＜受贈誌＞
高山中央ＲＣ（会報、活動計画書）
、不破ＲＣ（会報、活動計画書）

＜出席報告＞
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＜本日のプログラム＞

決算・予算報告

2016-17 年度会計 伊藤 松寿
2017-18 年度会計 内田 幸洋
前期は、会員減少による会費収入の落ち込みにより、当初予定通り
特別会計より本会計に繰入を行いました。
今期、地区要請に応え米山奨学普通寄付金を増額、またポリオプラ
スも行います。これら全額を特別会費から支出する計画です。

派遣交換学生激励
16 日より地区交換学生
としてオーストラリア
第 9670 地区へ派遣され
ます萱垣 杏花さんを
お招きし、クラブからの
激励金をお渡ししまし
た。

ロータリー：変化をもたらす

例会報告
萱垣 敬慈
皆様こんにちは。先日の会長幹事慰労
激励ゴルフコンペでは128という大記録
をまさに叩き出した萱垣でございます。
実感としましてはゴルフをしてきたと
いうよりはジョギングをしてきたとい
う感覚ですが、ゴルフはスコアじゃない
という田中武さんの励ましを糧に今日も何とか上を向いて歩い
ています。一緒にまわっていただいた皆様には大変ご迷惑をお
かけしました、この場を借りてお詫び申し上げます。5 月の新緑
例会でのボーリングのスコアも確か 120 前後でしたので、今回
絶好調でもスランプでもなく私のアベレージとしては、まぁこ
のようなものです。ゴルフはスコアじゃない、その真相はどう
いうことなのか、4 月に行われた第１回目のゴルフコンペから３
ヶ月間、私の中では参加することに意義があるとか、自己研鑽
するといった精神的な事かなと想像しておりましたが、先日の
コンペでの田中武さんと、岡田さんの会話の中でとうとうその
答えが出ました、
「贊ちゃん、ゴルフはスコアじゃない、ゴルフ
は運だ！」なるほど、そういう事なら今後なんとかなるなと今、
自信に満ち溢れています。
さてこの度、娘杏花の青少年交換に際しまして皆様から多大
なるご支援をいただいております事を心から感謝申し上げます。
昨年の 10 月に交換留学生として内定をいただき、この 9 ヶ月、
沢山の方々にお世話になりました。本当にありがとうございま
す。よく周りの保護者から子供が 1 年間海外に行くことに対し
て心配や不安はないかと聞かれますが、月に 1 回のオリエンテ
ーションを通じて教養から、マナー、日本の文化、国際交流、
一人で問題解決する力を養わせていただき、親としては送り出
すことに泰然として構えることができています。ロータリーク
ラブの青少年交換プログラムの素晴らしさ、力強さを身をもっ
て実感いたしました。また今回娘が行かせていただくことで 8
月からはインバウンドのノエミを迎えることになります。今後 1
年間、皆様にご負担をおかけしますが何卒よろしくお願いいた
します。
最後になりますが、親子ともどもまだまだ未熟でございます
ので今後ともご指導ご鞭撻くださいますようよろしくお願いい
たします。

国際ロータリー第 2630 地区 派遣交換学生 萱垣 杏花 さん
皆様こんにちは！この度、国際ロータリー青少年交換プログ
ラムにおいて、オーストラリアに派遣させていただきます萱垣
杏花です。明後日１６日にオーストラリアへ出発いたします。
まず、私の留学に関しまして数多くのご支援をいただいており
ます高山西ロータリークラブの皆様、本当にありがとうござい
ます。皆様が私のために様々な活動をしてくださっていること
を父からよく聞いております。おかげさまで、今日に至るまで
私自身順調に準備を進めることができました。本日もスピーチ
の機会まで与えていただき、直接皆様にお礼を伝えることがで
き大変嬉しく思っております。

さて、先程お話し致しましたように、いよいよ明後日に出発
を控えております。率直に今の気持ちを申し上げますと、楽し
みでしかありません。幼少の頃から夢見ていた留学をロータリ
ークラブという素晴らしい団体から送り出していただけること
や、これまで自分が積み上げてきたものが発揮できると思うと、
とてもわくわくします。先日高山西ロータリークラブのホーム
ページを拝見しましたら、米澤会長のご挨拶に｢わくわくするロ
ータリー活動を｣というスローガンが掲げられていました。皆様
を差し置いて昨年からわくわくしている私をお許しください。
昨年の１０月から、私は月に一度、国際ロータリー第 2630 地
区のオリエンテーションで、パワーポイントを使用してスピー
チをしてきました。第 2630 地区には、７名の各国々からの受入
学生と、４名の日本からの派遣学生がいます。受入学生は日本
語で、派遣学生は英語で、それぞれの国の文化や自己紹介など
を発表してきました。
１１月には無形文化財の加賀瑞山先生のご指導の下、作陶を
体験させていただいたり、3 月には静岡、長野、名古屋、三重、
岐阜合同の研修を白馬で行っていただいたりもしました。4 月に
は洋食のテーブルマナー、6 月には和食のテーブルマナーの勉強
もさせていただきました。そういった活動を通じて異文化交流
をする交換留学生という関係を超えて、彼等は私の大切な、大
好きな仲間となりました。少なくともこの半年程でも、私は異
文化交流の楽しさ、教え会うことの素晴らしさを学びました。
私がこの１年間を通して成し遂げたいと思っていることは、
一言で表現するととても単純なことです。それは、
「人とつなが
る」ということです。オーストラリアでの友人、家族、地域、
そしてロータリークラブでのつながりを大切にします。もちろ
んそれは、私自身の留学をより密度の濃いものにしてくれると
思いますし、英語力の向上や、文化交流の理解を深めてくれる
と信じています。また、特にオーストラリアは発音の違いやス
ラングが多く、難しいことで有名です。より早く馴染めるよう
になるためにも、このつながりを重要視していきたいです。
学びたいことはたくさんありますが、私が今特に興味を抱い
ているものは文化・生活様式の先入観です。最近は外国にあま
り興味のない人でも、
「外国は家の中でも土足である」や「飲み
物食べ物がとにかく大きい」などと知っていることがあります。
ですが実は、日本の家屋にたまたま玄関という空間の仕切りが
あるだけで、外国の方でも家の中では靴を脱いで生活する人が
多いのです。このような「実を言うと…」という実情を知り始
めてから、私は異文化に夢中です。
私には夢があります。それは、海外での日本語・日本文化の
教師です。これまでに何度か海外に行く機会がありましたが、
どこの国にもそれぞれの、特徴、長所、短所があることを知り、
改めて日本文化の素晴らしさを実感しました。それを海外に発
信できるようなことがしたいと思っております。そして一人で
も多くの方が日本を好きになってくださるような橋渡し役にな
りたいです。この留学は私の夢への第一歩と考えております。
必ず無駄にしないよう、積極的に活動していくことをお約束い
たします。
最後に、繰り返しになってしまいますが、私にこのような機
会を与えてくださった高山西ロータリークラブの皆様、本当に
ありがとうございます。この一年がとても有意義な毎日となる
よう常に前向きに取り組んで行きます。その様子については随
時ご報告していきたいと思っておりますのでよろしくお願いい
たします。また帰国した際には、皆様とお会いできることを楽
しみに行って参ります。
御清聴ありがとうございました。
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＜ニコニコボックス＞
●米澤 久二さん、鴻野 幸泰さん
萱垣杏花さんのご来訪を熱烈歓迎します。はるかオーストラリ
アの地へ行かれてもお身体気をつけて、しっかりオーストラリ
アの生活を楽しんで来て下さい。
●岡田 贊三さん､田近 毅さん､内田 幸洋さん、斎藤 章さん、
小森 丈一さん､井辺 一章さん､遠藤 隆浩さん､門前 庄次郎さん、
堺 和信さん､田中 正躬さん､大村 貴之さん、長瀬 達三さん､
井上 正さん、田中 晶洋さん、住田 泰典さん､杉山 和宏さん､
榎坂 純一さん､松川 英明さん
派遣交換留学生の萱垣杏花さんがいよいよあさってオーストラ
リア９６７０地区に派遣されます。１年間すばらしい経験をし
ていただくことを期待しています。いってらっしゃい！
●伊藤 松寿さん
萱垣杏花さん、１年後のあなたの成長を期待します。ガンバッ
テ！
●塚本 直人さん
萱垣杏花さんのご来訪を歓迎いたします。本年度、雑誌・広報
委員長を務める事になりました。米澤会長からの指示で本年度
はＲＣ活動を新聞等で積極的に広報する予定です。第一回目の
今日は、中日新聞で交換留学生の彼女を紹介していただく事に
なりました。みなさんお楽しみに！
●挟土 貞吉さん
①萱垣杏花さんの、念願の｢国際青少年交換派遣学生｣オースト
ラリア留学のチャンスをつかみおめでとう。大きな志、夢を
持っての出発です。気負うことなく、礼節を重んじ、あなた
の持ち前の、明るく元気で朗らかな姿で大いに羽ばたき、健
康第一で楽しく過ごし、視野を広めて下さい。一年先、帰国
後のスピーチを聞くのが楽しみです。
②向井公則さんの（株）紀文代表取締役、就任おめでとござい
ます。
●萱垣 敬慈さん
本日の例会では、娘にスピーチの機会を与えて頂きありがとう
ございます。また先日の会長幹事慰労激励ゴルフコンペでは自
己最高記録を出す事が出来ました。一緒に周って頂いた岡田さ
●鴻野 幸泰さん
先日の会長幹事ゴルフコンペ、参加された方誠にありがとうご
ざいました。２年ぶりに田近さん、阪下さん、黒木さんと一緒
に周らせて頂きました。特に阪下さんの１５番のニアピン１７
番バーディーお見事でした。
●阪下 六代さん
会長幹事慰労激励コンペでは、パーを４つ、バーディー１つの
ためハンディに恵まれずホタル賞に終わりましたが、同組の田
近さん、鴻野さん、黒木さんというメンバーに恵まれ楽しくラ
ウンドさせて頂きました。
●松川 英明さん
先日は新旧会長幹事の慰労激励会お疲れ様でした。そしてグリ
ーンホテルのご利用ありがとうございました。そこそこのスコ
アの割にはまさかのブービー賞。でも配当はいただきましたの
でニコニコにちょっと拠出いたします。
●岡田 贊三さん、井辺 一章さん､田中 武さん、門前 庄次郎さん、
住田 泰典さん
会長幹事慰労激励ゴルフコンペありがとうございました。おい
しいお酒とお食事もいただきました。１年間会長幹事を盛り上
げ頑張りましょう。

7 月 9 日(日)、毎年恒例となった旧会長幹事慰労・新会長幹事激励
のゴルフコンペが飛騨高山カントリークラブにて、表彰式・懇親会
が高山グリーンホテルにて行われました。

ロータリー：変化をもたらす

