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会長 江中 武久 

 
点鐘・・・・・・・・・・・・・・・ 江中会長 
ロータリーソング・・・・・ 「日 も風 も星 も」 
                            ソングリーダー ： 山田 清さん 
ビジター・ゲスト紹介・・            親睦委員会 
祝賀者・・・・・・・・・・・・・ 誕生日          磯部泰一郎さん(10/5日) 幡野永由さん(10/6日) 
                          磯野道造さん(10/13日) 
                    夫人誕生日         福神邦雄さん(10/4日) 小野佐千夫さん(10/6日) 
                                    崎山 收さん(10/7日) 松原俊夫さん(10/8日) 
                    結婚記念日       崎山 收さん（30日）  磯野道造さん(10/10日) 
会長報告・・・・・・・・・・・    江中会長 
委員会報告・・・・・・・・・    各委員会・同好会 
幹事報告・・・・・・・・・・・    片岡幹事 
ニコニコ発表・・・・・・・・       SAA 
卓話・・・・・・・・・・・・・・・ 「都 市農業の現状 」   原 修吉 様 
次週予告・・・・・・・・・・・ プログラム委員会 

2010年 9月 9日（木） 

会員数  62名（対象） 61名 

当日出席数   43名（70.49%） 

前回修正出席率         （81.97%） 

田中隆行さん （広島 RC） 

小西直人さん （福山東 RC） 

染谷幸一さん （浦和中 RC） 



●

上田委員長） 

2010年 10月 21日（木）  本年度初めて

の新会員に対するオリエンテーション（ロータ

リーとは？）を開催致します。 

新入会員及びロータリー情報委員会のオ

リエンテーションを受けていないロータリアン

の方もご参加下さい。 

 開催時間は例会終了後、一時間位の予定

です。 

 （川手委員長） 

“土と遊ぶ”9月 19日（日）ジャガ芋の植込

み及び収穫以外イベントとして射的や輪投げ

ゲームで子供達に楽しんでもらいますので、

是非子供さんやお孫さん多数ご参加下さい。 

 （山田委員） 

《2010年規定審議会の続報》 

10-182 号「社会奉仕に関する 1923 年の声

明」の第一項を奉仕の哲学の定義として使

用することを検討するようRI理事会に要請す

る件が決議案として提出され、賛成 444 対 

反対 66で採択されましたが、その後 RI理事

会で検討され、その結果「1923 年の声明」は

全体がそのまま手続要覧とロータリー章典

に残ることになったようです。 その概要がロ

ータリーの友 9月号横書きの 28～29頁に出

ておりますので参考にしてください。 

 

●  

本日の合計       ８８，０００円 

パクパクポット        ９０３円 

      累計             ７４０，４７１円 

山崎さん、よろしく。 

妻木さんの卓話を楽し

みにしております。 

妻木さん、今日の卓話

とても楽しみにしています。 新監督のア

ルベルト・ザッケローニさんは、日本を次

のワールドカップに連れて行ってくれる

でしょうか？ 

先日の小生の卓話の

DVDを頂きました。 星野さん本当にあ

りがとうございました。 先ずニコニコへ。 

今はもう秋・・・・・・・・ 

頑張りましょう！！ 秋ですよ！！ 

妻木さん、本日の卓話

よろしくお願いします。 マラソンのトレー

ニングの参考になりますでしょうか？ 

清水ゴルフ委員長、死

にそうに暑い日にコンペを開催して頂き

本当にありがとうございました。 カミさ

んの愛情ジュースでパワー100倍で生環

しました。 

9月は例会が少なく今

度お会い出来るのは 19日の日曜日「土

と遊ぶ」ですね。 

先日のコンペ会長、岡

本さん、パートナーの飯塚さん、川手さ

ん、岩垂さんお世話になりました。 お陰

様で猛暑の中無事回れて幸でした。 

この世に生まれて 79

年ですが、はじめて夏負けを経験しまし

た。 



先週の親睦ゴルフ会に

は多数の参加をいただきありがとうござ

いました。 川合さん、夏坂健のグッドゴ

ルファーを目指しての小冊子を参加の皆

様にいただきありがとうございました。 

妻木さん、本日の卓話

ありがとうございます。 フランスでのデ

モやストで今朝の成田着だそうで大変感

謝しています。 30年来の友人はうれし

いですね。 ニコニコ。 

76才の誕生日です。  

まだまだ元気で四回目の成人式に向か

って頑張ります。 

台風一過！と思いきや、

夏はまだ延長戦に入っているようです。

誕生祝、ありがとうございました。 

誕生祝いありがとうござ

いました。 

第 101 回親睦ゴルフ大

会で優勝させて頂きました。 皆様あり

がとうございました。 ニコニコ。 

 

●

 

みなさん、こんにちは妻木です。 日韓

ワールドカップ、ドイツワールドカップに続

いて、南アフリカワールドカップには、5 月

の末から 7月 14日までほぼ 7週間ほど行

っていました。 国際審判のメディカルサポ

ート（トレーナー）の仕事です。 

たぶん、南アフリカと聞くと、アパルトヘイ

トとか、犯罪都市ヨハネスバーグとかあまり

いいイメージはないかと思います。 私たち

は、ヨハネスブルグから 1 時間くらいのとこ

ろにあるプレトリアのホテルを FIFA が借り

切ってキャンプ地としていたのです。 

実際、こわいところなんですね。 といっ

てもわかってしまえば、そうでもないのです

が、そのホテルですが、緑の多い４星のホ

テルです。 レフェリーは、ロッジに泊まりま

した。 ロッジはエアコンの性能が悪いため

か、天井がなく、夜は冷えます。 

我々スタッフは、もう少しいいところに泊

まりました。 ここは、エアコンも効きますが、

まあ、毎日停電がありますし、なんといって

も私の部屋は、南向きなので日が全く入り

ません。（南半球だからですが・・・） 

セキュリティは、すごいというほかありま

せん。ホテル敷地全周に渡って、電流

（230V）が流れていて外部から完全に遮断

されています。ということは、ホテルから一

歩も出ることができないのです。警官は多

く、パトカーや白バイもホテルに待機してい

ました。 

朝 7 時、すべてのバスやミニバンなどを

犬を使ってチェックしていました。 爆弾の

チェックではないかと思います。はじめは、

なんでボンネットやトランクを全部開けてい

るのか不思議でした。 練習や試合で移動

するときは、バスの前後にパトカーと白バ

イが数台づつ護衛につきます。 練習中も

同様です。 

なぜ、朝の様子がわかったかというと、

気功を朝 7時から毎日やっていたからです。

まあ、7 週間もこんな状態で、楽しかったか



と聞かれるのですが、もちろんそれなりに

楽しみはありました。 

危険な楽しみと言えば、ヨハネスバーグ

の近くにライオンパークという公園がありま

す。 サファリで、ライオンが放し飼いにな

っています。 これを車で見て回るんです。 

さすが、アフリカと思うような広大な敷地に

ライオンが放し飼いになっています。 迫力

がありますね。 

また、子ライオンと触れ合うオリがあり、 

あろうことか後ろから飛びつかれて、危うい

目にあいました。 レフェリーは大笑いです

が、こちらは必死でした。 後で、ライオン

キングとみんなから言われましたが、まあ

ライオンに好かれたんでしょう。 実は、今

年のコンフェデレーションカップ（プレワー

ルドカップ）、レフェリーは行ったのですが、

私は止めました。 なぜか、昨年より１歳大

きくなったライオンは、ちょっとごめんです

から。 行ったらきっとランチにされてしまい

ます。 

まあ、南アフリカでも食事が楽しみです

が、やはり一番の楽しみは、自分が治療し

たレフェリーが、いいマッチコントロールをし

てくれた時ですね。 これはうれしいです。 

レフェリーの話を少しします。 

FIFA は、試合を左右する重要な存在と、レ

フェリーを考えて、いろいろなサポートをし

ています。 ですから、試合開始では、審判

が両チームを連れて最初に入場しますし、

決勝では、最初にブラッター会長からメダ

ルをもらうのも、レフェリーからですね。 

南アフリカワールドカップは、全部で 64

試合行われました。 あまり、知られていま

せんが、1 試合に 5 人のレフェリーが必要

になり、予選リーグは、1日に 4試合あると、

20 人のレフェリーが必要です。 本大会で

は、87 名のレフェリーが世界中から選ばれ

ました。 

これもあまり知られていませんが、FIFA

レフェリーは定年があります。結構早くて45

歳です。 ちょっと早い気もします。 という

のも、主審の移動距離は、選手とほぼ同等

で 10キロから 14キロくらいを 90分間で移

動するといわれています。 それでいて、今

述べたように、年齢は平均で40歳と選手よ

り 10 歳以上も年上です。 おまけに、試合

中まず交代はできません。 そして、どの

試合を担当するかは、48 時間前（2 日）に

知らされます。 ですから、大会期間中は、

気を抜くことができず、試合にベストコンデ

ィションで臨むため、毎日 9時半から 12時

まで練習をするのです。 そのため、我々メ

ディカルのサポートが必要なわけです。 

ケガの治療や障害の予防などです。 

そんなわけで、休みもなかったのですが、

幸運にも、日本代表の試合に行けたことで

す。 予選リーグの注目のデンマーク戦は、

応援に行きました。 もう、この試合は感激

でした。 あとは、決勝トーナメントのパラグ

アイ戦ですが、これは担当レフェリーのトレ

ーナーとして会場に行きました。 試合前

の岡田さんと握手をしたり、阿部選手と話

したりできました。 ただし、試合はテレビ

観戦です。 もし、試合中やハーフタイムに

なにかあるとすぐ対応しなければならない



ので、ロッカーで待機するのです。 実は、

開幕戦と決勝もレフェリーのトレーナーとし

て帯同したのですが、やはり、ロッカーで

TV 観戦でした。 ですから、日本のみなさ

んと同じ画像を見ていました。 開幕のスタ

ジアムは、決められた観客席からフィール

ドまで 15分以上かかったのでそれ以後、も

うあきらめました。 

それから、日本のレフェリーが今回活躍

しました。 西村さんと相楽さんです。 もう

一人の副審は、韓国のジョンさんでした。 

これも審判の宿命なのですが、自分の国

の代表チームが、決勝トーナメントに勝ち

進んでいくと、嬉しさ半分ということになりま

す。 というのは、自国の試合というか所属

する連盟の試合は、担当できないからです。

審判は、選手から文句を言われ、監督から

言われ、マスコミからも言われながら、平常

心を保って頑張っているのです。 

以上で私のお話しを終わりとします。  

ありがとうございました。 

 

●

日 時 2010年9月2日(木） 13:30～15:00 

場 所 八重洲富士屋ホテル 

5F 「あんず・なつめの間」 

出席者 後藤守機。日野正紀。川手直明。 

     清水庸男。宇野 旭。渡辺彰敏。 

渡邊惠一郎。星野勇介。 

磯野道造。倉知英行。上田正昭。 

新井秀幸。江中武久。片岡 郷。 

 

 

議 題 

１. 2009-2010年度会計報告の件。 

別紙会計報告の内容で承認されました。 

2. 25周年記念事業留学生選考の件。 

委員会に一任で承認されました。 

3. ビジター・ゲスト対応の件。 

以下のように対応することで承認されま

した。 

   ・ ビジターへの対応は親睦委員会にて

会場の座席へエスコートすること。 

   ※座席は極力 1 卓に 1 名のビジターと

する。 

   ・ 基本的に演壇でスピーチいただくよう

に幹事が促すこと。（ビジターが多い

場合や常連などには臨機応変に対応

する） 

   ・ スピーチ後会長が握手で表敬し、座

席に戻ったらその卓の会員が握手で

迎える。 

4. HPでの個人情報の取り扱いについて。 

HP で情報を開示する場合は、紹介者を

介して本人に確認する。 

5. HPの週報の IDパスワードの解除につ 

いて。 

週報の ID、パスワードは解除する事で承

認されました。 会員には週報の原稿は

開示されることを説明しておく。 

6. その他。 

今期の例会でロータリー情報委員会の

短い（数分）説明を 4回開催する。 



日時  2010年 9月 4日（土） 
於   本厚木カンツリークラブ 

順位 氏名 OUT IN GROSS HDCP NET 

優 勝 吉岡桂輔 44 49 93 27.0 66.0 

準優勝 崎山 收 36 37 73 3.0 70.0 

3位 川合 孝 40 40 80 10.0 70.0 

4位 江中武久 46 50 96 23.0 73.0 

5位 後藤守機 41 47 88 13.0 75.0 

5位 宇野 旭 46 42 88 13.0 75.0 

7位 高橋宏和 44 47 91 16.0 75.0 

8位 岡本 実 49 48 97 22.0 75.0 

9位 川手直明 50 48 98 20.0 78.0 

10位 星野勇介 52 52 104 25.0 79.0 

11位 岩垂 毅 43 46 89 9.0 80.0 

12位 浅木幸三 56 54 110 30.0 80.0 

13位 横山雅也 47 44 91 10.0 81.0 

14位 新井秀幸 45 47 92 11.0 81.0 

15位 堅田 豊 48 49 97 16.0 81.0 

16位 永島洋二 51 49 100 19.0 81.0 

17位 清水庸男 49 42 91 8.0 83.0 

18位 竹村潤二 47 46 83 10.0 83.0 

19位 鈴木康之 56 53 109 24.0 85.0 

20位 森本正昭 59 59 118 30.0 88.0 

21位 飯塚 孝 50 57 107 15.0 92.0 

22位 生駒昌太郎 64 64 128 32.0 96.0 

23位 瀧本 司 74 63 137 25.0 112.0 

 

10月 6日（水）    ５１０会  18:00～ 
              青山ダイヤモンドホール B1「セブンシーズ」 
10月 7日（木）        例会休み（規定 2） 
10月 13日（水）   山の手 手話サークル  18:30～  事務局 
10月 14日（木）        理事会   13:45～  5F「あんず・なつめの間」 
               二木会  18:30～  赤坂「ストックホルム」（浅木会員の店） 
                 “TOGETHERS” 実行委員会ミーティング  

13:45～ 2F「ウィステリア」 

 

祝賀者  誕生日      江中武久さん（14日）  野崎 聡さん（14日） 

       結婚記念日  飯塚 孝さん（19日） 

卓 話   越智たかお様 

事務局  

 

 

例会  

 

会長  

幹事  

会報委員長   

事務局員  

執行時間 

〒107-0052  港区赤坂 2-15-7 ミラフローレス赤坂 701 
電話 5561-3391  FAX5561-6520 

E-mail jm@tokyo-yamanote-rc.gr.jp 

 
毎週木曜日 12:30～13:30 

八重洲富士屋ホテル（11月よりザ・キャピトル東急へ移動） 

片岡  郷 

山崎  成 

入江浩子 

平日 午前 10時～午後 5時 
（土曜日・日曜日・祝祭日は休み） 

江中武久 

★山の手ロータリーのホームページが 25周年に合わせてリニューアルしました。 

http://www.tokyo-yamanote-rc.gr.jp/                今週担当 山崎成委員長 

次回 
ハンデ 

19 

2 

9 

http://www.tokyo-yamanote-rc.gr.jp/

