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2014 －15年度　RI会長　ゲイリー C.K. ホァン ／ Light Up Rotary

2015年6月2日 ［火］　 第1187回例会　天候：

今週のガーデニング

「君が代」「奉仕の理想」

石川たか子会員

6月16日（火）
各委員長挨拶
奉仕プロジェクト関係
ロータリー財団関係
※新旧役員理事会　開催

6月6日（土）
ローターアクト地区協議会
会場　クーポール会館

受付14時30分　開会15時～
懇親会17時20分～

本日の例会案内

次回のプログラム

（第1188回例会）

出席報告

司会進行 山﨑　俊昌幹事 会長挨拶 鈴木　　勉会長

開会点鐘 鈴木　　勉会長

ロータリーソング 大橋　知文会員

ビジター紹介 石川たか子会員

（1）本日は、当クラブの例会に２６２０地区・岡本ガバナーの
メークアップ参加を戴き、大変御多用中の所、誠に有難
う御座います。後ほどスピーチの時間をご用意しておりま
すので、宜しくお願いしたいと思います。また当クラブの
例会を充分にお楽しみ下さい。

（2）本日は、新会員入会という特別に嬉しい日であります。
本日入会されるのは、スズワ運輸㈱専務取締役の鈴木
真吾会員です。彼のような有能で若い力が当クラブに加
わってくれる事が当クラブを明るく活性化してくれることを
確信しております。3年程前、現在の山崎幹事が素晴ら
しい人材がいるとご紹介してくれたので、当時の杉山会長
と一緒に、彼の事務所でお会いしたことを今でも鮮明に
覚えております。本当に好青年です。この後、新会員入会
式を取り行いますので、出来ますれば、これも何かのご縁
との事で、岡本ガバナーにご協力戴ければ幸いです。

（3）今日は又、米山奨学生ベトナムのトゥイさんもご参加戴いて
おります。今日の例会を最後まで楽しんでいってください。
奨学金を後ほどお渡しさせて戴きたいと思います。

（4）５月１３日に国際ロータリー財務事務所で本年度最後の
会議があり、出席してきました。議題は次年度の地区補
助金申請書の最終審査及び承認でした。夢の３年計画
と銘を打って始められた改革の一連の作業です。
本年度の申請数が５７件から、次年度申請数６２件と
増加しましたが、次年度は地区補助金自体多くなりまし
たので、資金的には余裕があります。更に、円安の進行
状況を考えると、申請額の１０％増し位になりそうな予想
です。当クラブは、本年度まで続けていた｢花と緑のまち
づくり｣プロジェクトを一旦終了し、次年度補助金申請を
取りやめましたので、この恩恵を受けることは出来ません
が、次年度青少年に対するバスケット大会運営補助プロ
ジェクトを充分に練って頂ければ、次次年度の補助金
申請にすると良いと思います。
本日の卓話の中で、新しい地域社会奉仕プロジェクトの
充分な解説があると思います。よく理解して、財政的な
面では有効にRIの地区補助金の活用をお勧めいたし
ます。
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RI第2620地区

米山奨学生
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新会員入会式

［担当：山田］

・春の園芸市の忘れ物。
・6月15日、静岡ロータリークラブ講演会。

■神谷とき江会員　■成瀬　重夫会員
■石川たか子会員　■北條由美子会員
■吉田　空玄会員
岡本一八ガバナーの来訪、心から歓迎致します。
■鈴木　真吾会員
入会させて頂きます。よろしくお願いします。
■鈴木　　勉会長
新会員 鈴木真吾様のご入会を心から歓迎致します。
■山﨑　俊昌幹事
ようこそ！ 北RCへ！！ 鈴木真吾さんを歓迎します。
■杉山　義郎会員　■石垣　徳夫会員
■石川たか子会員　■岸　　好子会員
鈴木真吾さん、入会、心から歓迎です。
少しずつ慣れて下さい。ロータリークラブは楽しいとこ
ろです。
■石川たか子会員
メモリアルデーのお花、ありがとうございます。

メモリアルデー
丸伸の創立記念日／6月8日 石川たか子会員

幹事報告 山﨑　俊昌幹事

おめでとう 山﨑　俊昌幹事

スマイル 吉田　空玄会員

■大橋　知文会員
これからも活動頑張って下さい。

静岡北RACスマイル

岡本　一八ガバナー 挨拶

閉会点鐘 鈴木　　勉会長

RI第2620地区ガバナー
岡本　一八様
（浜松北RC）

新 会 員 鈴木　真吾会員

新入会員のバッジをつけられ、うれしく思
います。
ロータリーに入ったら、まず出席する事。
「ロータリーの友」を読んで下さい。
会費を払って下さいね。会員を増やす事を考えて下さい。
●高橋パストガバナーの言葉
「90才になりました。本当にロータリーに入ってよかった。
是非みなさんにお伝え下さい。」

会員卓話 山﨑　俊昌幹事

少年スポーツ部活動と
地域クラブとの共生創出
（バスケットボール）

・1970年  京都府バスケットボール協会創立50周年記念
　　　　 ⇒第1回  全国ミニバスケットボール大会  開催
ミニバスケットボール発祥（と言われている）地域
  島根県松江市  千葉県船橋市  静岡県浜松市、静岡市  等々
⇒森下ミニバスケットボールチームは1971年には存在

「友情　ほほえみ　フェアプレイ」

●男子（24チーム）
青葉  しずはた  松野  服織
UNITY（美和・安西エリア）
安西  駒形田町  番町  城内  
中田  大里西  長田北  中島
長田東  長田西  西豊田　
宮竹  TOHO（東豊田）
安東  城北  竜南  麻機　
横内  森下

●女子（28チーム）
西豊田  中島  安倍口  服織
井宮北  賤機  安西  大里西
駒形田町  中田  長田北
長田西  長田東  川原  中島
宮竹  伝馬  西豊田
富士見  TOHO（東豊田）　
安東  城内  竜南  城北
麻機  横内  西奈  森下

  ミニバス
・リングの高さ（260cm）
・ボール（5号）
周囲69～71cm  重さ470～500g
・競技時間／6分×4回
・メンバー
選手5名　交代要員5～10名
交代要員のうち5名は必ず
ゲームに出場する義務

  バスケットボール
・リングの高さ（305cm）
・ボール（6号  7号）
周囲74.9～78cm  重さ567～650g
・競技時間／10分×4回
・メンバー
選手5名　交代要員7～12名

●ミニバスとバスケットボールの違い

  部活動
・そのスポーツ専門の指導者と
は限らない
・部員資格はその学区の生徒
・閉鎖的
・しごきの状況がつくりやすい
・設備が整っていないことがある
・部費（比較的安価）
・公式戦が多い

  クラブ活動
・専門の指導者である

・入部資格はその地域の子供
・地域として開放的
・しごきの状況がつくりにくい
・設備は比較的整っている
・会費（比較的高い）
・公式戦が少ない（静岡）

●部活動（学校・少年団）とクラブ活動の違い

●ミニバスケットボールの歴史

●静岡市内のミニバスケットボールチーム（少年団）


