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例会場
例会日
役 員

4

つのテスト

●真実かどうか

第1479回例会

●みんなに公平か

●好意と友情を深めるか

幹事報告

阿部幹事
◦12月7日・8日に行われます、地区大会の名
札が届きましたのでお配りします。バーコード
入りですので、大会当日は必ずご持参ください。
当日の案内とお願いの用紙もお配りしました
のでご一読ください。また、12月8日の講演の
入場をご希望の方は整理券が届いております
ので、事務局までお申し出ください。
◦次週、26日の例会は休会となっております。
お間違いのなきようお願い致します。
◦本日は理事会です。理事の方は例会後お残り
下さい。

平成24年12月3日

卓話「教育委員会の任期満了を迎えて」
小川パスト会長
今週の歌「君が代」
「奉仕の理想」

先週内容
会長挨拶

●みんなのためになるかどうか

坂口会長

出席報告

郷上委員長

●会 員 数 48名 ●来
客
0名
●出席会員数 39名 ●本日の出席率 90.70％
●10月29日の出席率（メーキャップを含む）100％
人には、どんな退屈な単純作業であっても
最後までやり遂げようとする人と、途中であ
きらめてしまう人がいる。その「努力」は「才能」
なのか、アメリカのテネシー大学で研究された。
その結果、
「努力ができる人」というのは、
「報
酬が少しでも得られる」しかもその報酬が金
銭でなく、名誉である時に最大の努力がなさ
れた。一方、報酬も名誉も得られない、過去に
得たことの無い人は、早い時期に努力を放棄
した。

家族月間

次週 第1480回 例会予告

平成24年12月10日

卓話 「教育委員会の任期満了を迎えて」 小川パスト会長
Weekly No. 1479は𠮷田委員が担当しました。
Weekly No. 1480は西村委員長が担当の予定です。
（本日の原稿をお渡し下さい）

誕生御祝−１２月
会員
昭和 28 年 12 月 3 日

本田会員

昭和 12 年 12 月10 日

尾家会員

昭和 35 年 12 月17 日

木田会員
以上3名

会員夫人
12 月18 日

澤井会員夫人

12 月29 日

梶山会員夫人
以上2名
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社会奉仕委員会

ニコニコ箱

橋本（芳）委員長

◆長屋会員
小林さん、村井さん、昨日はありがとうご
ざいました。それと2回欠席のお詫びと
して。

先週11月16日（金）木曽路江坂店にて社会
奉仕担当の炉辺談話を開催しました。多くの方
に来ていただきました。そして積極的なご意見
ありがとうございました。青木、阿部、井伊、伊藤、
榎原、木田、坂口会長、阪本、澁谷、髙木、田中
（慶）、橋 本（芳）、本 田、村 井、毛 利、矢 倉、各
会員の16名の参加がありました。後ほど内容等
を報告させていただきます。そして設営の親睦
委員長の榎原さん色々とありがとうございました。

職業奉仕委員会

◆橋本（徹）会員
良い事がありました。卓話でお話致しま
す。
◆荻田会員
昨日、マスターズ水泳三重大会へ行って
きました。50m自由形32.43秒で自己記
録を更新できました。午後から野球で
ヒットが打てました。ケガなくできてよ
かった、よかった。

澁谷委員長

出前授業のご案内

◆瀬川会員
昨日は、野球お疲れ様でした。

①11月20日 豊津西中学校
体育館にて 13:25〜15:15
RC会員は13時 校長室集合

◆岡会員
寒い中で野球の試合お疲れ様でした。
最近のよく飛ぶバットはピッチャー泣か
せです。

②11月27日 豊津第二小学校
多目的教室にて 13:50〜15:25
RC会員は13時20分 職員室集合

◆田中（孝）会員
前回欠席のおわび。

いずれも杦本会員による「人工衛星まいど１号」
について。

ロータリー財団委員会

◆山岡会員
妻の誕生日として。
──────────────────
本日のニコニコ箱
24,000円
累計のニコニコ箱
542,591円

清水委員長

本日、郷上会員より特別寄付を頂きました。
ご協力ありがとうございました。

野球同好会

鈴木副SAA

清水会員

第24回第2660地区ガバナー杯争奪
軟式野球大会 結果報告

卓

話

「社会奉仕炉辺談話報告」 橋本（芳）委員長

第4戦 11月18日㈰ 対平野RC戦
ミキハウススタジアム
第４戦結果
チーム名 一 二 三 四 五 六 七 計
吹田西 7 4 7 10
28
平野
1 0 0 2
3
Aブロックの最終戦、この試合も初回から
打線が爆発！ 4回で28点を奪い、投げては、
岡⇒大藤の豪華リレーで3点に抑え28対3
で大勝致しました！初戦は人数揃わず不
戦敗でしたが、その後は3試合で73点を叩
き出しました！最終成績は同ブロックの
中之島RCの結果で決まりますので、また
ご報告させて頂きます。

実施日
時 間
場 所

平成24年11月16日（金）
18時30分から9時ごろ
木曽路 江坂店

今回、ちょっと難しいテーマを上げさせてい
ただきました。なかなか意見が出ないか、凄
く偏るかなと思っていましたが、色々と活発
な意見が出てきましたので良かったと思って
います。そして、テーマとして上げさせてい
ただいたのは

吹田西RCのAブロック結果
3勝1敗 勝ち点6 得失点差＋58
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（最後に）
私自身が思うことは、今年の形がなんとなく
凄くベストな感じがします。地震に関する事
業をする期間には地震対策委員長をおいて、
社会奉仕委員会と連携をとって、地震に関し
ての事業は地区補助金を使用する。そして、
我々地域の社会奉仕事業は事業費でする。今
回はすべて地震関連になりましたが。今回私
の不甲斐なさで、たまたま盛岡西RCの方が家
村パスト会長が復興対策委員長と思っていた
ことと、復興基金の関係者、たとえば長靴の
事業ではJCの先輩であります、井上パストガ
バナーからの頼まれ事などで、地区の関係で
は良く解っている家村パスト会長だからス
ムーズに事が運んで行けたと思います。本当
に色々とありがとうございました。この関係
をみましたら、やはりこのようなやり方が良
いのではないかと思っています。ただ、家村
パスト会長にしたらすごく大変だと思うので
すが。
私的意見になってしまいましたが色々と意見
交換が出来て感謝しています。ありがとうご
ざいました。

テーマ「今後の吹田西RCの社会奉仕について」
昨年度から今日まで、我々の社会奉仕事業は地
震対策関連だけとなっています。ただ、まだ
まだ復興に関しては時間がかかると思います。
今回のテーマとしましては事業の内容という
よりも今後我々の社会奉仕事業として、地震
対策事業一本にしたほうが良いのか、もう地
域だけの事業を積極的にするべきなのか。そ
れとも両方をするべきなのか、などの今後の
進むべき姿を皆様に考えていただき、色々とお
考えを聞かせていただきたいと思っています。
問題点としましては、地区補助金が新しくな
り事業を考えて申請する年があって、次年度
に事業を実施する、そして事業の影響を報告
すると3年がかりとなります。地震対策だと緊
急性がどうしても必要ですし、そこのロムの
要望の事業となり、時間的にもなかなか我々
の思うように進む事が出来ないのが現状です。
そして以前から思っていることですが地区補
助金を使う場合、新旧問わず事業に対して事
業が人道的である場合のみ申請を許可すると
あります。これが地域の事業をする場合の足
かせとなっているように感じます。地域に対
する青少年の育成に関する事や、文化交流、
世代間交流など、幅広い事業に発展しにくい
ように思います。
地区にお金を出しているのだから地区補助金
を使って事業をするべきなのか、それとも
我々の事業費のみでするべきなのか？色々な
考え方があると思います。是非とも皆様のお
考えを聞かせていただきたいと思います。

「剣道について」

と言う趣旨で皆さんの意見を発表していただ
きました。色々な意見の中、やはり皆さんは
地域に対する事業を積極的にやってもらいた
い。地域の問題点も沢山あるのだから、是非
ともそれらを取り上げていただきたいと具体
的な事業内容までも話が進みました。
それらの内容等は是非とも今後の社会奉仕委
員長と積極的に話し合いをしていただき、実
現していただきたいと思います。

橋本（徹）委員長

昨日、3回目の挑戦で名古屋での剣道六段、
実技・日本剣道形の審査に合格してまいりま
した。
剣道についての卓話をさせて頂きます。

本題にもどりますが、やはり多くの皆さんが
地域の事業を積極的にやってもらいたいと
思っています。そして、東北地震関連も引き
続きやってほしいとの意見が多数をしめまし
た。補助金に対しては引き続き積極的に申請
して事業をしていただきたいと言う意見もあ
り。ただ、我々の今後の体制を色々と地区も
変わってきているのだから、我々も変わって
いくべきだとの意見も多数でました。
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歴史
その源は日本刀の出現である。
鎬(しのぎ)造りの刀は日本独特で、その原
形は日本列島東北地方に住み騎馬戦を得意
としていた部族が平安初期には既に使って
いたと思われる。
江戸時代平和な時代が訪れるに従い、剣
術は人を殺す技術から武士としての人間形
成を目指すものに変わっていった。
明治維新、武士階級は廃止され、続いて帯
刀が禁止されたことにより、剣術は下火に
なった。

その後、明治10年西南の役を契機に警視
庁を中心に復活の兆しが見えはじめた。
第２次大戦敗戦後、連合国軍の占領下に
おかれた日本で、剣道は抑圧されていたが、
昭和27年(1952)独立回復後、全日本剣道連
盟が結成されるとともに甦った。
また、世界各地で剣道を愛好する外国人
も増え、昭和45年(1970)には国際剣道連盟
(IKF)が結成され、第1回世界剣道選手権大会
が日本武道館において開催された。
剣道人口
全剣連が持つ登録時の有段者数、合計全
国148万名無段者18万 合計166万人その
うち活動者は48万名。うちわけは一般社会
人40％、中学生以下が45％、このうち半数
が小学生以下である。
男女構成では女性が23％と４分の１を占
めている。
組織別には学校剣道部28％警察関係14％、
一般道場・スポーツ少年団が58％である。
オリンピック
東京オリンピックで柔道は、種目になり、
剣道はならなかった。柔道と剣道の比較を
よくされます。
剣道の理念：剣道は剣の理法の修錬によ
る人間形成の道である。
柔道の理念：「柔よく剛を制す」 現在は、
体重別になってしまっていますし、世界柔
道連盟の日本人の影響力はほとんどなくな
り、柔道とレスリングがよく似てきたよう
な気がいたします。柔道は山下が全日本選
手権たしか9連覇だったと思いますが、剣道
は連覇が難しい！ 2人だけ今年の11月3日3
連覇をかけて連覇中の高鍋が、準決勝でま
けました。
世界からも剣道をオリンピック種目にと
の声もありますが、全日本剣道連盟は反対
しています。
世界大会
1970年（万博の年）に国際剣道連盟が設
立され第1回世界剣道選手権大会が東京で行
われた。参加国17 今年第15回世界剣道選
手権大会がイタリアで行われ参加国47
3年に1回行われ男子団体15回中14回優
勝13回大会でアメリカに準決勝で負け、決
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勝で韓国が勝ち優勝した。男子個人15回と
も日本人。10回大会から始まりこの5回とも
団体・個人ともすべて日本です。
審判の問題があり、剣道の審判は、非常に
難しく、審判の所作も大事です。日本の試合
には日本の審判ができないので特に誤審が
多いかもしれません。
韓国問題
コムド（劍道、geomdo、kumdo）は、主に
韓国で行われているスポーツ。漢字表記は
日本の剣道であり、それを朝鮮語で発音し
たものがコムドである。
日本統治時代に日本の剣道が朝鮮に導入
された。大韓民国において、現在盛んに行わ
れているが、礼法や防具等は剣道を一部改
変している。
しかし、コムドを「韓国の伝統剣法」とし、
剣道の起源だと発言するコムド団体は多い。
しかし、
「コムド」が剣道の元になったとい
う史実としての根拠はなく、韓国最大の剣
道団体である大韓剣道会もコムドは剣道が
元だとしている。
これについては全日本剣道連盟[1]及び、
全日本剣道連盟配下の国際剣道連盟[2]の
Webページで剽窃問題として取り上げられ、
コムド団体の主張は歴史的に間違いであり、
剣道の起源は日本にあると改めて発表され
た。
日本で今一番難しいといわれる８段審査
剣道8段を取得するためには日本に存在す
るあらゆる資格審査の中で最も難しい資格
審査と言われる
剣道の最高位を決める試験に合格しなく
てはいけません。ところが剣道8段の合格率
は、1パーセントを切ることがあります。厳
しい受験資格もあります。年齢は46才以上7
段に合格してから10年の修行も必要です。
DVD
全日本選手権の昨年の準決勝の模様と、
今年イタリアで行われた男子団体の決勝の
試合を見ていただき、剣道の違い、会場の応
援の違いなどをご覧ください。
剣道もオリンピック種目になれば、変わっ
てしまうだろうとおもいます。

