第１０回例会記録（通算第 2619 回）
平成 26（2014）年９月２９日
夫 人 の会 の皆 様 、本 年 度 もご支 援 ありがとうございます ！

斉唱 国家 君が代
ロータリーソング 「それでこそロータリー」
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2.来訪者紹介
3.代表会長･代表幹事報告

来訪者紹介

4.米山奨学生卓話 葉 夌君（台湾）

赤崎慎哉様（熊本県立荒尾高等学校 教論）
木下 修様（熊本 RC）
松本扶充子様・杉田 成様・堀川光江様（夫人の会）
田川まゆみ様・渕田美恵子様（

〃

丸山美里様・園田美香様（

）

〃

）

１０/１１-１２ RAC 第 30 回年次大会
＠交通センターホテル
１０/１７ 第 1 回ガバナー補佐研修会
＠KKR ホテル
１０/２０ 観月会例会＠ガーデンバンケット
１１/８ クラブ管理運営セミナー
＠宇佐
１１/１1 第 2 回会長・幹事会
＠ホテル日航熊本「肥後」

を拒否、さらには池上彰氏の「過ちがあったら謝罪すべきだ」など
と書いたコラムを当初は不掲載としました。そしてやっと９月１１日

会長報告（田川憲生君）
皆さん、こんにちは。朝日新聞の誤報が大きな問題になって

になって、木村社長が謝罪会見し、辞意を表明しました。一番の

います。本日はこの問題についてお話いたします。メディアに身

問題は朝日新聞の対応のまずさで、従軍慰安婦の記事取消しの

を置いたものとして、誤報はつきものと思うのですが、誤報と判

段階で、社長が即辞任すべきだったと思います。仮に「すべては

明したら即、訂正記事を出すのが常識です。ところが朝日新聞

私の責任。朝日新聞は原点に返る」としていたら与論はまったく違

の場合は従軍慰安婦問題において、吉田誠治氏の「韓国・済州

っていたのではないか、また、広告の不掲載問題も池上氏の不掲

島では強制連行した」との証言を、しっかりした裏を取らずに報

載問題も発生していなかったと思います。新聞業界はネットの普

道、また何度も特集しました。証言をそのまま報道したこと自体

及で活字離れが進み部数が減り続け、厳しい経営環境にありま

が間違いであり、証言が取れたらまず裏付けをし、それが正しい

す。そういう中で新聞業界では内輪もめを始めました。朝日新聞

のか判断された段階で報道するのが普通です。しかし今回朝日

の読者は減っているそうですが、他新聞には移らず、購読を止め

新聞はそれを行っていません。今回の証言は「虚偽だと判断し、

るのが一番多いとのことです。現状からして、こういうことをやって

記事を取消す」とはしましたが、訂正のみで謝罪がなかったこと

いけば、国民は新聞にさらに嫌気をさし、業界全体が大幅に地盤

から、与論の批判が拡大しました。さらに、福島第一原発事故

沈下していくのではないでしょうか。もう一つの問題は日本のジャ

で、政府の事故調査・検証委員会が現場の責任者だった吉田

ーナリズムの行方です。朝日新聞は当分政治批判はできないで

所長から聴取した内容を入手しました。第一原発の所員 650 人

しょう。NHK も安倍首相に近い籾井氏が会長となり、政権に配慮

が第二原発に退避したことについて、「吉田氏の待機命令に違

した報道が目立ちます。日本のジャーナリズムは新聞は朝日、放

反し、撤退した」と報じましたが、この記事についても記事を取消

送は NHK が支えてきました。その二極が崩れつつあるのが心配

し、謝罪しました。また、朝日新聞を批判する週刊誌の広告掲載

です。

を
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○水前寺公園ＲＣ～清掃活動のため日程場所変更

出席報告（坂本幸樹君）
会員数
６０名

出席数
４１名

出席率

前々回
修正出席率

75.93％

７９.６３％

[変更前] 10月15日（水）12：30～
[変更後] 10月19日（日）8：00～
［場 所］ 江津湖
○中央ＲＣ～定款に基づき休会

出席規定適用免除者

5名

欠席記録免除者 5名

[日

程] 10月17日（金）12：30～

○平成ＲＣ～合同例会のため時間変更

名誉会員 ０名（会員数には含まれません）

[変更前] 10月22日（水）12：30～
[変更後] 10月25日（土）～26日（日）
幹事報告（喜讀宣友君）

［場 所］ 仙台国際ホテル

1.ガバナー事務所より「RI 第2720地区 2015-16年度 各地区委員

○りんどうＲＣ～親睦会のため時間場所変更

会の委嘱状」が届いております。

[変更前] 10月23日（木）19：00～

2.RI 第2720地区 小山ガバナーより「9/8ガバナー公式訪問 熊本

[変更後] 10月23日（木）時間未定

第4G 合同例会」のお礼が届いております。

［場 所］ 未定

3.日本 R 財団より、9/8ガバナー公式訪問 熊本第4G 合同例会時

○東ＲＣ～親睦会のため時間場所変更

のスマイル（ポリオプラス寄付）の受領証が届いております。

[変更前] 10月28日（木）１2：30～

4.ガバナー事務所より「2013-14 赤山 G 年度地区資金監査報告

[変更後] 10月28日（木）19：00～

書」が届いております。

［場 所］ 松屋本館

5.9/8ガバナー公式訪問 熊本第4G 合同例会の会計報告を回覧

○平成ＲＣ～定款に基づき休会

いたします。

[日

6.本日（9/29）例会を以て、クールビズを 終了いたします。次回

程] 10月29日（水）12：30～

○菊南ＲＣ～定款に基づき休会

（10/6）例会よりネクタイの着用をお願いいたします。

[日

7.10/6（月）、定例理事会を繰り上げ開催いたします。

程] 10月29日（水）12：30～

○水前寺公園ＲＣ～定款に基づき休会

8.10/27（月）14：00～熊日倶楽部にて歴代会長会を開催いたしま

[日

す。

程] 10月29日（水）12：30～

○りんどうＲＣ～職場訪問のため時間場所変更

9.10/27（月）19：00～第2回クラブ協議会を開催いたします。

[変更前] 10月30日（木）１2：30～
[変更後] 10月30日（木）時間未定

例会変更のお知らせ

［場 所］ 高遊原分とん地

○グリーンＲＣ～親睦会のため場所変更
[変更前] 10月6日（月）18：30～

◆2015-16年度 地区委員会委嘱状伝達式（野田三郎 GE）

[変更後] 10月6日（月）18：30～
［場 所］ 中華園
○東ＲＣ～親睦会のため日程変更
[変更前] 10月7日（火）12：30～
[変更後] 10月4日（土）18：30～
［場 所］ 廣徳寺

<地区幹事>

○05福祉ＲＣ～合同例会のため日程場所変更

堀川貴史君

<地区副幹事> 今村浩昭君・馬場大介君・園田修司君

[変更前] 10月7日（火）12：30～

丸山浩之君・古財良一君

[変更後] 10月8日（水）18：00～

<地区財務委員会委員長>

［場 所］ ユウベルホテル

星野誠之君

○菊南ＲＣ～合同例会のため時間変更
[変更前] 10月8日（水）12：30～

◆新入会員自己紹介 2回目 （木村仁治君）

[変更後] 10月8日（水）18：30～
○江南ＲＣ～定款に基づき休会
[日

程] 10月8日（水）18：30～
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新入会員の木村です。今回は家族のお話をさせていただきます。

○高宮

宏君

妻と4歳、1歳の4人家族ですが、現在妻と子供は京都在住のため、

めっきり秋らしくなりました。先週の藤崎宮例大祭の奉納、

単身赴任中です。熊本では思う存分仕事ができる環境にあり、妻に

無事に終わりました。本年は参加40年目の節目の年でした。

はとても感謝しております。子供たちには月に1度程度しか会えま

我々クラブの園田会員は担当学年で、さらに飾り卸担当とい

せんので、1歳の子供には父親の認識がなく、7月に帰った際は泣

う大役を見事に果たされました。仕事はほとんどできなかっ

かれてしまったのですが、8月に帰った時に入院したためずっと付

たと思います。本当にお疲れさまでした。

き添っておりました。おかげで9月に帰った時には泣かれることもな

○寿崎

肇君

く、やっと顔を覚えてくれたようで安堵しました。熊本南 RC の会員

公益法人寿崎育英財団のホームページを読んでくださる方

の皆さんとも早く家族のように親しくなって、お役に立てるように頑

が1500人と伺いました。奨学生150人の一部の人々の近況報

張っていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたしま

告を載せているもので、驚くと同時に感激いたしました。奨

す。

学生の方々も喜んでおられることでしょう。ありがとうござ
います。

委員会報告

○坂本幸樹君

ございませんでした。

一昨日（9/27）誕生日でした。38歳になった私ですが、今日
という日は一日しかないので、これまで以上に無駄にせず大

スマイルボックス（園田修司君）

切にしていきたいと思います。皆様これからも可愛がってく

○松本扶充子様・杉田

ださい。

成様・堀川光江様・田川まゆみ様

渕田美恵子様・丸山美里様・園田美香様（夫人の会）

○松本嘉七君

本日はお招きいただき、ありがとうございました。今後とも

今日は気分爽快。だからスマイルします。

主人共々、よろしくお願いいたします。熊本南 RC の益々の

○漆島典和君

ご活躍をお祈りいたします。

久しぶりの例会、楽しみにしておりました。が、諸用のため

○田川憲生君・渕田俊郎君・喜讀宣友君・西川尚希君
本日お越しのご夫人方と熊本 RC 木下

失礼させていただきます。ご盛会をお祈りいたします。

修様を歓迎いたし

○平尾豊幸君

ます。本日の例会をお楽しみください。また、卓話にお越

今日は所用のため早退します。お詫びのスマイルです。

しの赤崎様に心より感謝いたします。高校生の水球大会、

○水野東洋君

熊本南 RC でしっかりサポートしたいと思いますので、今後

今日は所用のため早退します。お詫びのスマイルです。

とも末永くよろしくお願いいたします。
○後藤 博君・堀川貴史君・原

裕一君・今村浩昭君

●新世代奉仕月間卓話（三角雄介君）

倉崎保広君・馬場大介君・丸山浩之君・園田修司君

「水球とはこんなスポーツです」赤崎慎哉様・原 裕一君

藤見泰之君
赤崎先生、本日はご来訪ありがとうございます。11/15の水
球大会まで短い時間ですが、熊本南 RC 全員で水球大会成功
に向けて頑張っていきます。よろしくお願いします。
○高宮 宏君
熊本 RC 木下修会員のご来訪を心より歓迎いたします。
○堀川貴史君・丸山浩之君・園田修司君

【水球競技の見方】

本日は我々のご夫人方にご参加いただきました。日頃の感謝

水球競技は、イギリスで発祥した「水中の格闘技」とも言われる激

も含め、スマイルさせていただきます。

しいスポーツです。足の着かないプールで、鍛えられた体と体を

○馬場大介君

Ⅱ

ぶつけ合い、スピード・パワー・テクニックを駆使し得点を競い合う、

去る24日、無事長女が誕生しました。3690ｇとかなり母親か

水球の醍醐味を存分にお楽しみください。（本大会は一部ルール

ら栄養をもらって、とても元気です。名前はこれからです。

を変更して実施します。詳しくは競技規則をご参照ください。）

うれしさ反面、正直しんどいなと思っていますが、頑張りま

フィールド

す。

フィールドの広さは、30ｍ×20ｍ以内で、水深は 2.0ｍ以上です。

○野口泰則君

Ⅹ

明日、9/30は北口

2ｍライン・5ｍラインは水球のルール上必要な基準線で、フィール
誠会員のハッピーバースデイです。心よ

ドロープの色で表示してあります。

りお祝い申し上げます。また、田川会長・喜讀幹事の例会が

ゴール

盛会でありますよう、祈ります。

ゴールの大きさは、高さ 90cm・幅 3ｍです。（水面に浮いていま
す）

3

ボール

エクスクルージョンファウル

水球のボールは防水性のもので、大きさは外周 68～71cm、重さは

●ボールを持っていない相手を沈めたり、引戻したりして相手の自

400～450ｇです。

由を奪った場合

試合時間

●フリースローを妨害した場合

1 ピリオド 8 分間で、第 1・第 3 ピリオド終了後に 2 分間の休憩、第 2

●ゴールキ－パー以外の守備側の選手が攻撃側選手のシュートを

ピリオド終了後（ハーフタイム）に 5 分間の休憩をはさんで第 4 ピリ

両手でブロックしようとした場合

オドまで、正味 32 分間で行われます。（ファウルは時間をとめるの

●故意に相手を殴ったり蹴ったりした場合

で 1 試合約 1 時間程度になります）第 1・第 2 ピリオドは同じフィー

●審判の指示に従わなかったり，審判を侮辱するような行為があっ

ルドサイドで攻守を行い、第 3・第 4 ピリオドは攻守のサイドを交代し

た場合

ます。

ペナルティーファウル

得点と勝敗

●5ｍエリア内で、相手の得点となりそうな攻撃を反則によって阻止

得点は 1 ゴールにつき 1 点で、第 4 ピリオドまでの総得点で勝敗を

した場合

決定します。第 4 ピリオドを終了した時点で同点の場合、勝敗は大

●ゴールを沈めて、相手のシュートを防いだ場合

会ごとに定められた方法に従います。

●5ｍエリア内で、故意に相手を殴ったり蹴ったりした場合

チーム

タイムアウト

フィールド内に出場するプレイヤーはフィールド 6 名キーパー1 人

攻撃側のチーム（試合中にボールを保持しているチーム）の監督は、

の計 7 人です。交代選手がフィールド 5 人キーパー1 人の 6 人で

いつでもタイムアウトを審判に要求することができます。タイムアウト

すので、1 チーム 13 人で行います。チームや個人を判別するため、

を要求したチームの監督はこの間にフィールド内の選手に作戦等

各チームが異なる色（通常は白と青）の番号付きの帽子をかぶって

の指示を与えることができます。1 回のタイムアウトは 1 分間で、4 ピ

プレイ します。ただし、ゴールキーパーは赤色帽子に決められて

リオドの試合中に 1 ピリオドごとに 1 回まで取ることができます。タイ

います。選手の交代は、得点した時・ピリオド間のほか、入水エリア

ムアウト開始後 45 秒経過すると自チーム陣内から相手陣内へ入る

からならいつでも何回でも交代できます。

ことができます。タイムアウト後１分経過すると自陣内からのフリース

ポジションは、大きく分けるとゴールキーパーとフィールドプレイヤ

ローが与えられます。タイムアウトは、単に作戦の指示を与えるため

ーに分かれます。さらにフィールドプレイヤーはチームによって異な

だけでなく、自チームのボールとなった直後に要求すると相手陣内

りますが、フローター・フローターバック・ドライバーに分けることがで

に各選手がポジション取りをした状態から再開でき、しかも攻撃時

きます。チーム構成はゴールキーパー1 名、フローター1 名、フロー

間が長くとれるという利点もあります。また、選手の休憩にもなりま

ターバック 1 名、ドライバー4 名のパターンが多いようです。

す。

ファウル

ゴールスロー

ファウルは、オーディナリーファウル（軽い反則）とパーソナルファウ

ゴールスローは、ゴールラインから 2ｍの位置で、それまで守備側で

ル（重い反則）に分けられます。パーソナルファウルは、さらにエクス

あったチームに与えられるフリースローです。攻撃側の選手がシュ

クルージョンファウルとペナルティーファウルに分かれます。

ートしたボールが誰にも触れずにゴールラインの外に出た場合のほ

オーディナリーファウル

か、守備側選手に当たってゴールラインの外に出た場合もゴールス

軽い反則のことで、主に次のような場合にファウルとなります。

ローとなります。

●ゴールキーパー以外の選手がボールを両手で扱った場合（ボー

コーナースロー

スハンズ）

コーナースローは、サイドラインの 2ｍの位置で攻撃側チームに与

●タックルされた時にボールを保持したまま水の中に沈めた場合

えられるフリースローです。ゴールキーパーが最後に、ボールに触

（アンダーウォーター）

れてゴールラインの外側にボールが出た場合は、コーナースローと

●ボールを持っていない相手の動きを妨げた場合

なります。（攻撃していたチームが引き続きボールを保持し 30 秒間

●ボールを獲得してからそのチームが 30 秒以内にシュートをしな

の攻撃ができます。）守備側の選手が意図的にボールをゴールライ

かった場合

ンの外に出した場合もコーナースローになります。

パーソナルファウル
重い反則のことで、エクスクルージョンファウルとペナルティーファウ
ルがあり、犯した位置や状況で異なります。1 人タイムアウトのプレイ

【例会予定】

ヤーがパーソナルファールを 1 試合に 3 回犯すと永久退水となり、

10/13 祝日のため休会

それ以降その試合には出られなくなります。

10/20 観月会例会
10/27 新入会員卓話（鎌田
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剛君）

