
　27 日にはクラブフォーラムは問題

をとりあげてその中から全会員が討

議すること目的としたものです。

 12 月 3 日の年末家族会後の二次会

にもご参加宜しくお願いします。

2017年1１月

例会
案内

月曜日　広尾RC：ホテルむらかみ（12:15）　
火曜日　芽室RC：めむろーど3Fレファレンスルーム（12:15）　帯広東RC：ホテル日航ノースランド帯広
水曜日　帯広RC：ホテル日航ノースランド帯広　上士幌RC：上士幌町商工会館（12:10）　音更RC：パピオ木野2Fコミュニティーホール

木曜日　足寄RC：足寄銀河ホール２F会議室（18:30）　清水RC：清水町中央公民館　帯広西RC：北海道ホテル
金曜日　帯広北RC：ホテル日航ノースランド帯広

■メークアップは欠席した当日の前後14日以内　　　■例会欠席の場合はSAＡ又は幹事まで連絡お願い致します
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2017-2018年度 RI会長
イアン H.S. ライズリー

ロータリー：
変化をもたらす

2017-2018年度国際ロータリー・テーマ

・例会日／月曜日
　12:30~13:30

・例会場／北海道ホテル
　帯広市西7条南19丁目
　・ 0155-21-0001

・事務所／
　帯広経済センタービル4F
　・ 0155-25-7347
　・ 0155-28-6033

http://www.obihirominami-rc.com
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■2500地区2017年　6月
　平均出席率 81､2％

■帯広5RCクラブ出席率 　6月
帯　広ＲＣ

帯広北ＲＣ

帯広南ＲＣ

77.3％

76.0％

82.9％

帯広東ＲＣ

帯広西ＲＣ

82.5％

84.6％

第1204回例会

 

会長方針 ロータリー活動で夢と友情を育もう

2017.11.13

Weekly Report

ホームページが新しくなりました

◆四つのテスト◆

１ 真実かどうか

２ みんなに公平か

３ 好意と友情を深めるか

４ みんなのためになるかどうか

■ニコニコ献金
　11月6日 　14,000円　　累計 　296,000円

■出席状況報告
　6月平均出席率　82.9％

DISTRIC 2500 JAPAN THE ROTARY CLUB OG OBIHIRO SOUTH
Weekly Report
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ロータリー財団月間

■会務報告  　　　  　　阿部公夫　幹事

■会長挨拶　　　　　　　　杉山玉夫　副会長

（１）帯広南ＲＣ、夜間例会開催の
　　　ご案内（クラブフォーラム）
　　　日　時　11月27日（月）
　　　　　　　　午後6時30分
　　　場　所　北海道ホテル
　　※アルコールが出ますので、飲まれる方は
　　　運転をお控えください
（２）帯広南ＲＣ、年末家族会開催のご案内
　　　日　時　12月3日（日）午後6時30分
　　　場　所　北海道ホテル
　　※尚、12月4日（月）の繰上げ例会と致します
（１）帯広南ＲＣ、年次総会開催のご案内
　　　日　時　12月11日（月）午後0時30分（例会時）

　　　場　所　北海道ホテル

　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■委員会報告  　　　 

徳井裕昭　ロータリー情報委員長

■ニコニコ献金　　　　　中野尊仁会員

　小田　衣代会員：結婚祝ありがとう
ございます。先日のマージャン同好会で
皆さんに迷惑をおかけしながら1位となり
ました。これから宜しくお願い致します。

　貴戸　政則会員：結婚祝いをありがとうござい
ます。

　竹部　義弘会員：結婚祝いを有難うございまし
た。48回目になります今では空気のようなものです。

　佐藤　嘉朗会員：結婚祝いをありがとうござい
ました。　　　

■プログラム

佐藤みゆき　親睦活動委員長

松田　整　社会奉仕委員長
　社会奉仕委員会担当の例会です
今日は日本総合武術研究会　
田浦流空手道5段　師範　島影　敦様
に卓話をお願いしました

　島影　敦様
　今回芽室町空手道場の後援会長を務めて頂いて
います松田さんのご紹介でお招き戴きました。
私は昭和 33 年に芽室町で生まれまして昭和 55 年
に芽室町農業共済組合勤務して現在に至っていま
す。

　出村会長が所要のため欠席となりました
のでようやく出番がまわってきました私か
ら 2点ほどご挨拶申し上げます。
　1点目は、11 月は、ロータリー財団強化
月間でございます。先週、2500 地区担当委
員の清原さんより、地区補助金、グローバル補助金について詳し
い説明がありました。しっかりご理解いただけたものと思います。
ロータリー活動の運営の為、また、国際奉仕活動のため 100 ドル
以上の献金を宜し＜お願い致します。
　2点目は、先週、会長から堀江隆文氏の講演のお話がありました。
実は私も参加しておりまして、イノベーションのお話がテーマで
した。『イノベーション』、主に技術革新の訳されておりますが、
今では大胆な商品開発、大胆な経営戦略、発想の大転換　等　もっ
と幅広いかだちで言われております。
堀江さん曰く、十勝では、帯広フードバレー、豚丼が有名ですが
いつまでもあぐらをかいていますと、取り残されたしまいますよ
と警鐘を鳴らされておりました。
　私たらの大先輩に、『進化論』を書いたダーウィンが言ってお
りました。地球上の生命体で最後まで生き続けることが出来るの
は誰か、決して力の強いものではない。頭の良いものでもない。
対応力、適応能力があるものが、勝者になるであろうと言ってお
ります。先のイノベーション、そして、適応能力、相通ずるもが
あるかと思います。
今週は、そんなことを考えながら頑張っていただきたいと思います。

空手道と社会活動

1．空手道の歴史

0沖縄発祥＝　沖縄古来の武術、中国武術、薩摩の古武道（示現流）

○空手の流派　＝　五百余り

○試合形式による分類

・寸止め　＝　和道流、松涛館流、剛柔流、糸東流

・直接打撃

　　フルコンタクト　＝極真空手、・・・

　　　防具付　　　　　＝　少林寺流牢手、田浦流牢手、・・・

（⊃オリンピックは　＝　寸」上めの試合形式

2．武道から見た歴史

○戦国時代（鎌倉時代?）＝　古武道の発祥（戦場で生き抜く術〕

※柔術、剣術、槍術、拳法、・・・

0現代　＝　古武道は廃れ、武道はスポーツ什

※柔術⇒柔道（講道館柔道：嘉納治五郎）

※剣術⇒剣道（大日本武徳会の設立）

※拳法⇒空手道、少林寺拳法、日本拳法、・・・

3．空手道と青少年育成

○会員数＝約 30 名（年長?高校生、一般）

○芽室町空手協会・スポーツ少年団　＝　昭和 55 年 10 月設立

○入会・入国時に伝えること（空手道の目的）

　※礼儀（作法）、基礎体力の養成

　※我慢、継続性、集中力、寛容性

　※人の痛みがわかる人間性

4．武道と社会奉仕活動

　0テロ多発、社会不安

　　※欧州⇒危機感の高まり　⇒古武道に注目（軍人、警察官・・・）

　○防犯教室の開催（地元警察署と共催）
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　○テロ多発、社会不安

　　※欧州⇒危機感の高まり⇒古武道に注目

　　　　　　　　　　　　（軍人、警察官・・・）
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※護身術はあくまで自分の身を守るもので身を守
るためにはどうするか、逃げることです。
逃げる時間を作るために護身術を使うということ
だけは常に理解いただきたい。
もし襲われそうになったときは、どこかを叩いて
一番効果的なところ鼻の下です。死ぬぐらいの急
所です。人間の頭からちょうど手のひらで隠せる
所はすべて急所です。

大宮南ロータリークラブ

　　　　　松田英明会員

■バナー交換


