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前回の例会 

 2020年 1月 31日(金)第 1870回 

卓 話 「飯塚国際車いすテニス大会と 

              マチづくり」 

卓話者  株式会社 PHOENIX ACADEMY 

     代表取締役  太田 有紀 様 

紹介者  平野 祥之 会員 

今週の歌  「我らの生業 」 

     「 冬の星座 」 

お客様紹介・出席報告・会長の時間・ 

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

2020年 2月 7日第・第 1870号 

 

 2020年 2月 7日(金)第 1871回 

      「 テーブル会議 」 

テーマ「創立 40周年記念事業他について」 

今週の歌  「君が代」」「奉仕の理想」  

       「バースデイソング」 

お客様紹介・出席報告・会長の時間・ 

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告 

〇会員・奥様誕生祝い(２月度)  

山中喜八郎会員(7日)永富久紀会員(11日) 

藤永 誉会員(14日)  池永隆昭会員(14日) 

辰 正博会員(23日)  池田茂雄会員(26日) 

笹山 恭子様(2日)  

〇結婚記念祝い（２月度）  

 ございません 

 

 

 

 

2019-20年度 国際ロータリーのテーマ 

「ロータリーは世界をつなぐ」 

国際ロータリー会長 マーク・ダニエル・マローニー（米国・ディケーターRC） 

本日の例会 

四つのテスト 言行はこれに照らしてから 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 

事務所  〒590-0940堺市堺区車之町西2丁1番30号 ポピア南海3階302号 

Tel（072)223-2300番  Fax(072)223-5005番 

URL     : https://www.sakai-kita.jp/ 

E-mail  ： snrc＠jasmine.ocn.ne.jp 

例会日 毎週金曜日 午後0時30分  

例会場 南海グリル 天兆閣別館 4階「ローズ」 Tel:(072)222-0131番（代表）  

ガバナー(第2640地区)  ： 中野 均 

ガバナー事務所  URL   ： http://rid2640g.com/nakano/  

E-mail ： nakano@rid2640g.com 

会長：木畑 清  幹事：中田 学  広報委員長：米澤邦明  編集者：坂田兼則 

第 2640地区 堺北ロータリークラブ週報 

創立 1980年 10月 8日 

次回の例会 

 

時間 

 

 2020年 2月 14日(金)第 1872回 

  「 第 2回クラブアッセンブリー 」 

       各委員会 委員長 

＜1月31日(金)の出席報告＞ 
会 員 数           29名 
出席会員           19名 
欠席会員             10名 

    ゲスト            1名 
    ビジター           0名 
 1月9日(木)の出席率     93.10％ 
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 「飯塚国際車いすテニス大会とマチづくり」 

 

株式会社 PHOENIX ACADEMY 

代表取締役 太田 有紀 様 

紹介者 平野 祥之 会員 

  

 飯塚国際車いすテニス大会

（通称Japan Open）は1983年、

福岡県飯塚市内にあった脊髄専

門病院「総合せき損センター」

が、リハビリの一環として車い

すテニスを始めたことがきっか

けで始まりました。1985年、九州車いすテニスク

ラブと飯塚ロータリークラブの主催により、第 1

回飯塚国際車いすテニス大会が開催されました。

2018 年からは障がい者スポーツとしては初めて

天皇杯･皇后杯が下賜されるようになり、大会は

今年で第３６回目を迎えます。 

 

 飯塚国際車いすテニス大会は、官公庁、企業、

各種団体、学校、個人に至るまで、約 2,000人の

ボランティアにより支えられています。その世界

に類をみない運営方法は「イイヅカ方式」と呼ば

れ、選手と地域住民との国際交流を活発にするこ

とで、障がい者スポーツの交流や相互理解を深め

ることにも貢献しています。このようなユニーク

な取り組みは、世界から注目を集めています。 

 

今日、障がい者スポーツはリハビリを超えた競技

性の高い純粋なスポーツとして位置づけられる

ようになりました。先週は、テニスの四大大会第

１戦「全豪オープン車いすの部」にて、男子シン

グルスで国枝慎吾選手が２年ぶり１０度目、女子

シングルスで上地結衣選手が３年ぶり２度目の

優勝を果たしました。今年は「東京オリンピック・

パラリンピック競技大会」が開催されます。今後、

車いすテニスはますます注目され、普及していく

ことが期待されます。 

 

その一方で、パラリンピック終了後、スポンサー

の減少などで、競技団体の資金などが不足したり、

社会のパラスポーツへの関心が低くなったりす

る不安も拭えません。今後どう車いすテニスの普

及を続けていくべきか、私個人や会社としてでき

ることはないのか、日々模索しています。まずは

「私に今できること」として、各地の車いすテニ

ス大会に足を運んだり、車いすテニスの魅力をよ

り多くの方に知ってもらうための情報発信をし

たりしています。 

 

私の祖父は生前、飯塚ロータリークラブに所属し

ており、第 1回飯塚国際車いすテニス大会を開催

するために全力を注いだ人でした。第 3回大会の

開催を目前に持病が悪化し、60歳で帰らぬ人とな

りましたが、今日の成長した大会の姿を天国から

見下ろし、きっと喜んでいると思います。祖父の

ロータリー精神は、今でも大会の中に、私たちの

中に生き続けています。 

 

私は去年 5 月、堺市にて株式会社 PHOENIX 

ACADEMY を創立しました。英語教育を中心とした

事業を通して、子どもたちの未来や地域社会の発

展のために貢献する。その気持ちを常に忘れずに、

個人としても企業としても成長していきたいと

願っています。 

 

マチづくりの例は様々ありますが、今回は飯塚市

の「地域の資源とスポーツを生かしたマチづくり」

の一例を卓話にてご紹介させていただきました。

車いすテニスについて、パラスポーツについて、

何か感じていただけるきっかけになれば嬉しい

です。この度は誠にありがとうございました。 

 

 

 

 

会長 木畑 清 

 

 今日は太田様より車いすテニス

の国枝選手（男子）と上地選手（女

子）のお話しをうかがうのを楽し

みにしています。 

先週から日本でも新型コロナウイ

ルスの感染者が増加しています。

予防法がなかなか難しいと聞いています。 

皆様、充分に気を付けて下さい。 

中国の習近平主席は、李国強首相に責任を丸投げ

会長の時間  

卓  話 
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したと報道されています。我々も事実を見極め、

よく考えなければと思いました。 

 

「平成の時代を振り返って №.13」 

平成 12年 

4月 ･介護保険制度スタート 

  ・小渕首相が脳梗塞で内閣総辞職 

  ・携帯電話の台数 5,000万台を超える 

6月  皇太后（香淳皇后）死去 

7月 ・金融庁発足 

  ・大手百貨店そごうグループ、民事再生法の 

   適用を申請 

   ・沖縄サミット（名護市） 

10月 白川英樹氏、ノーベル化学賞 

国外 

3月 ・台湾総選挙、野党民主進歩党、陣水扁が当 

   選 

  ・ロシア大統領選で、プーチンが当選 

6月  韓国の金大中大統領が北朝鮮訪問 

   金正日労働党総書記と初の南北首脳会談 

9月 第 27回五輪シドニー大会開催 

   日本は計 18個のメダル獲得 

11月 米大統領選挙、共和党ブッシュ候補と民主 

   党ゴア候補がフロリダ州で大接戦 

12月 連邦最高裁判所でブッシュの勝利確定 

    （主な物故者 H11年） 

     三木のり平・盛田昭夫・江藤 淳 

     ジャイアント馬場・佐治敬三 

    （主な物故者 H12年） 

     竹下 登・荒井 注・ミヤコ蝶  々

     三浦洋一 

 

 

  

 

親睦活動委員会 

  「『出羽海部屋』ちゃんこ会のご案内」 

   親睦活動委員長 辰 正博 

 

 初場所が済んだところですが、

大阪場所の季節ももうすぐです。 

恒例の親方・お相撲さんを囲んで

の“ちゃんこ会”を祥雲寺にて開

催させて頂きます。 

是非、ご家族・ご友人等お誘い合わせのうえ多数

のご参加をお待ちしております。 

          記 

日 時： 令和２年３月６日(金) 

場 所： 祥雲寺（出羽海部屋 大阪場所宿舎） 

開始時間：午後６時３０分（受付：６時～） 

会 費： 

  会員・ロータリーファミリー ４，０００円 

  ご家族・ご友人 ３，０００円 

  小学生未満はご招待 

※準備の都合上 2月28日（金）までにご連絡願 

 います。 

※５０名限定のため早めにお申し込みください。 

※尚、3月6日（金）の通常例会はこちらの「出羽  

 海部屋」ちゃんこ会へ例会変更させていただき 

 ます。 

 

 

互輪会実行委員会 

 「第90回「互輪会」開催 

    【ホスト】につきご協力のお願い」 

実行委員長 綿谷伸一 

 

 新春合同例会のホストが終った

ところですが、今年はホスト当た

り年で、次は「互輪会」、下記の通

り開催されます。 

 ご多忙のこととは存じますが、

ホストクラブですので、ゴルフさ

れる方もされない方もご参加いただきまして、堺

市内ＲＣの楽しい親睦コンペの一日になりますよ

うどうかご協力をお願いいたします。朝の受付だ

けでも結構です。 

記 

【ご参加の方(競技される方もされない方も)】 

日時：令和２年３月２４日（火曜日） 

＊例会変更ではありませんがメークアップとなり

ます。 

  ＡＭ ６：４５ 集合 

 スタートは一組目 午前７時５３分から７分毎 

 に、北→西 西→北に分かれてラウンドとなり 

 ます。 

場所：天野山カントリークラブ 

 堺市南区別所１５４９－４６ 

 

【競技も参加いただける方へ】 

競技方法 ★１８ホールストロークプレイとする。 

★競技はＪＧＡ新ルール（2019.1.1施行）および  

 天野山ＣＣのローカルルール並びに互輪会会則 

委員会報告 

 

時間 
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 により行う。 

 表彰式懇親会：表彰式兼懇親会は最終組のスコ 

 ア提出終了後、４０分後頃を予定しています。 

 座席は各組毎に着席して頂きます。指定席とさ 

 せていただきますので、必ずテーブルの組名の 

 確認をお願いします。 

★参加費：１０，０００円 

 （賞品・懇親会費・諸経費とします）        

★競技方法等詳細は「第９０回互輪会ゴルフコン   

 ペ競技要項」がありますので、競技お申込みい 

 ただいた方へ後日お渡しします。 

 

 

会員増強委員会 

「ロータリーデー『拡大例会』へ向けてお願い」 

      会員増強委員長 嶽盛 和三 

 

毎年恒例となってしまいました 

ロータリーデー『拡大例会』です

が、今年も下記日程にて、昨年と同

様の形式で開催いたしたく、ご来会

いただけそうなご友人、お知り合い

の方へのお誘いの準備をお願いいたします。ご協力

よろしくお願いいたします。 

           記 

「ロータリデー『拡大例会』」 

日 時：４月１０日（金）18：00～  

場 所：南海グリル東店３Ｆ 

 ＊お客様は無料です。 

 お誘いするためのクラブ紹介パンフレット等が

ご入用でしたら、事務局までお申し出ください。 

 

  

 

木畑 清会員 太田様、今日の卓話よろしくお願 

       いします。 

那須宗弘会員 中川会員事務所開きおめでとう 

       ございます。 

       今日はご馳走にお伺い致します 

       ので宜しくお願いします。 

城岡陽志会員 5日前から高熱とセキが止まりま 

       せん。私と濃密接触しないでくだ 

       さい。 

永富久紀会員 太田有紀様今日は有難うござい 

       ます。楽しみにしています。 

藤永 誉会員 バッキンです。 

平野祥之会員 澤井会員より、ハワイに皆さん行 

       きませんか？のことでした。また、 

       後ほど皆さんにお聞き致します。 

             合計１４，０００円 

 

 

 

1）配布物 

  ・週報 ・卓話資料  

  ・米山記念奨学会より普通寄付、特別寄付 

   確定申告用領収書 

  ・ロータリー日本財団より年次寄付確定申告   

   用領収書 

  ・(株)クマヒラ様 贈呈の「抜筆のつづり」 

  ・12月 21日開催の忘年家族例会参加の方へ 

   集合写真 

 

2）第２回クラブアッセンブリー開催のご案内  

  ２月１４日（金）は第２回クラブアッセンブ 

 リーです。各委員会委員長、各同好会 代表世話 

 人の皆様はご準備のほどよろしくお願いいた 

 します。 

 

 

 

 

「国際大会のご案内」 

        地区 オンツーホノルル委員会 

              委員 澤井 久和 

                  平野 祥之 

 

 過日よりご案内しておりますが、2020年 6月 6

日～10 日にホノルルでの国際大会が開催されま

す。ご一緒にハワイに行きませんか？ 

国際大会の最終登録は 3月 31日まで（登録料 550

ﾄﾞﾙ）です。航空券・ホテル手配にてお困りの会員

様は、オンツー・ホノルル委員長で堺おおいずみ

ＲＣの姫野委員長 ☎080-3830-3776 までお問合

せ下さい。      

 

 

幹事報告 

ＳＡＡ報告 

その他 

http://www.riconvention.org/ja

