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●司 会              横山 俊夫 SAA 

●開会宣言並びに点鐘       猪狩 佳亮 会長 

●斉 唱  ＜それでこそロータリー＞ 

      ♪須山 文夫 ソングリーダー 

●卓話者の紹介          猪狩 佳亮 会長 

川崎市スポーツ推進委員長      浦野 一吉 様 

●ゲストの紹介          猪狩 佳亮 会長 

小泉歯科医院 医院長         小泉 敏和 様 

●会長報告            猪狩 佳亮 会長 

 

 横浜のタウンニュース 9 月 10 日号の人物風土記に

吉田ガバナーが載っておりました。更に大事なのが、

今日テーマのボッチャに関して、8 月にラポール上大

岡で｢ボッチャ練習会で交流｣と云う記事がありました。

年齢も障がいの有無も問わず 15 名で汗を流したそう

です。今年の取組み事業なので紹介させて頂きました。 

① 「地域へ飛び出そう移動例会①」の案内 

10 月 14 日通常通りこの例会場へ集まり点鐘後、当

クラブ 30 周年記念事業で寄贈したべか・キッズラン

ドを清掃し松月庵で食事をする予定です。 

●幹事報告            竹中 裕彦 幹事 

① 回覧物の案内 

・地域へ飛び出そう移動例会①の出欠表 

・近隣クラブの例会案内 

・近隣クラブと台北西門の週報 

●出席報告         中村 眞治 出席委員長 

メークアップ  船木 幸雄 会員・布川 浩 会員 

●スマイルリポート       大﨑 克之 副会長 

小泉 敏和 様 

 ボッチャ、ボッチャ、ボッチャだ！浦野様、ご指導

宜しくお願い致します。 

出井 宏樹 会員 

 家内に誕生日のお花ありがとうございました。 

松井 昭三 会員 

 小泉さん、ＲＣ復帰有りがとう。 

 昨晩は夫婦で山形からの里芋でいも煮を楽しみまし

た。美味しかったです。 

布川 浩 会員 

 浦野さん、本日は卓話宜しくお願い致します。ボッ

チャ大会を成功させましょう！ 

大﨑 克之 副会長 

①浦野様、ようこそ川崎大師ＲＣへ。ボッチャのお話

を楽しみにしております。 

 会員数 対象者 出席 欠席 出席率 

2274 回 43 41 29 12 70.7 % 

2272 回 43 40 26 14 65.0 % 

前々回の修正メークアップ 10 名・修正出席率 92.5 %  

 

第４８期 

会 長 猪狩  佳亮 

副会長 大﨑 克之  

幹 事 竹中 裕彦 

ＳＡＡ 横山 俊夫 

 

例会日：毎週水曜日 １２：３０～ 

例会場：大本山川崎大師平間寺 金剛閣 客殿 

http://www.kawasakidaishi-rc.com/  

daisi-rc.1973 @ air.ocn.ne.jp 

 

 

 

第２２７４回（本年度 第１１回） 例会 ２０２０年９月３０日 －晴れ－ 
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②ファイヤーサイドミーティングＢグループの皆様、

先週はありがとうございました。笑いの絶えない楽

しい時間となりました。 

竹中 裕彦 幹事 

①浦野様、ボッチャのご説明宜しくお願い致します。

近々勝負しましょう！ 

②本日ファイヤーサイドＣグループです。言いたい放

題を楽しんで下さい。 

③季節の変わり目です。寒暖差が 10℃以上ありますの

でご自愛下さい。 

猪狩 佳亮 会長 

①浦野様 本日はようこそお越しくださいました。 

 地域スポーツについての卓話、楽しみにしておりま

す。(ボッチャのセット用意しております。) 

②妻の誕生日にお花をいただき、ありがとうございま

した。写真撮ったり、｢何科のお花でしょう？｣とニ

ヤニヤした顔でクイズ出してきたり、とても喜んで

いました。立札を見た長男が｢パパって会長なんで

しょ～～ぉ｣と言ってました。 

 

   本日のニコニコテーマ 

『ボッチャ、ボッチャ、ボッチャだ！ 

浦野様ご指導宜しくお願い致します。』 

遠藤 悦弘 鈴木 幹久 安藤 賢一 炭谷 博功 

横山 俊夫 鈴木 昇二 伊藤 佳子 水口 衛 

須山 文夫 牛山 裕子 坂東 保則 内田 省治 

星野 祐治 工藤 和弘 大谷 茂 青山 正彦 

奥山 啓寛 河本 正茂         各会員 

●委員会報告 

⦿星野 祐治 青少年奉仕委員長                  

 

①前回のＹＥアンケートご協力ありがとうございまし

た。無事提出できました。 

②次回のローターアクトの例会が 10 月 6 日ございま

す。オンライン例会ですので、皆様の出席をお待ちし

ております。 

⦿布川 浩 社会奉仕委員長 

 

 地区補助金プロジェクトで計画しておりますボッチ

ャ大会ですが、先週用具一式を 4 セット、スロープ台

を 1 台購入しました。 

 ボッチャ大会は、コロナの関係で来年 3 月まで会場

が手配できない状況ですが、4 月以降会場のメドがつ

き次第開催できるよう準備を整えております。尚、今

回購入したボッチャ用具は、浦野さんを通して川崎区

スポーツ推進委員会に寄贈する予定です。 

⦿内田 省治 職業奉仕委員長 

 
 9 月 16 日例会終了後、鈴木奉仕委員長と私 2 名で、

大師地区小・中学校のうち残り 6 校にマスクとフェイ

スシールドをお届けに伺いました。 

 各校とも大変喜んで頂き、特にフェイスシールドは

中学校の体育祭・小学校の運動会で職員の方々がお使

い頂けるようで、活用されそうです。大師ロータリー

会員の方々に宜しくお伝え下さいと申し遣ってきまし

た。皆様、ありがとうございます。 
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～～～ 卓話 ～～～ 

 

『障害者スポーツ ボッチャ紹介』 

川崎市スポーツ推進委員長  浦野 一吉 様 

 

卓話者紹介       内田 省治 職業奉仕委員長 

・昭和 23 年 3 月 3 日生 池上新町にお住まい 

・現職 川崎市スポーツ推進委員長 

池上新町町内会会長 子供を守る会会長 

    大師町内会連合会スポーツ協議会会長 

 
 ご紹介頂きました池上新町町内会長の浦野でござい

ます。また、スポーツ関係の色々な役職を受け賜わっ

ておりまして地域貢献を少しでもと微力ながら行って

おります。色々な形で各ロータリーさんが地域貢献な

さっている、特に学校関係で積極的に寄贈なさってい

ると認識しております。 

 今日は、スポーツに対して、残念ながらオリ・パラ

2020 は中止になりましたが、来年正式な競技として

開催され、地域の障がい者が奮ってご参加願って、親

睦を図りながら健康管理をして取り組んでいるボッチ

ャの紹介を致します。 

 スポーツ推進委員と云うのは、昔、体育指導員と云

われ町内会長が 1 名を教育委員会に推薦していました

が、今は市長に推薦する形になっております。これが

全国組織になり文部科学省の管轄となり、地域のスポ

ーツ推進・指導を行うのが役割です。 

 ボッチャは障がい者のスポーツですから車椅子に乗

ったままでも出来ますし、スロープ形式で置くだけで

も転がり競技することもできます。ソフトボール、バ

レーボールとかグランドゴルフとか公園でやっておら

れるお年寄りがかなりいらっしゃると思いますが、残

念ながら障がい者の方は出来ないんです。そう云う中

で障がい者の方に適しているのがボッチャと云う事で

非常に注目されております。 

 皆様のご厚意で寄贈して頂けましたら大師支所で管

理し、こども文化センターに来ているお子さんや学校

に残っている学童にも貸出し指導する、また社会福祉

協議会のスポーツイベント、内田さんがやっておられ

る川中島総合型スポーツクラブなどにも貸出しをしな

がら、地域の皆さんにスポーツとして楽しんで頂き健

康増進を進めて行きたいと考えております。有効に使

用させて頂きたいと思います。誠にありがとうござい

ます。 

 

＜この後、ルール概要 

 ①各チーム 6 個ずつのボールを使用する 

 ②先攻側がジャックボールを投げ、続けて 1 投する 

 ③後攻側が 1 投し、以降ジャックボールから遠い側 

が次の投球を行う 

 ④赤、青ともに 6 球ずつ投げた時点でジャックボー

ルに近い側のみ得点となる など 

 ⑤選手人数やコートの広さは状況次第で色々変わっ

ても変えても可能 等 

を分かりやすくご説明頂き、デモプレーで多くの会

員が楽しく体験しました。＞ 
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 大会運営としては、ニアピン賞みたいな賞を作ると

盛り上がります。我々も協力させて頂きますので、是

非、ロータリーの皆さんにも参加してご自分の健康増

進に役立てて頂ければと思います。今日は本当にあり 

かとうございました。 

●閉会宣言並びに点鐘       猪狩 佳亮 会長 

 

 

●10 月 7 日例会のお花 

 

秋桜（コスモス） きく科 

メキシコ原産の一年草木で、よく分枝して繁茂する。

渡来は明治 12 年(1879 年)頃といわれている。歌のタ

イトルにも使われ、秋を感じさせる代表的な花です。 

花言葉：少女の愛情 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 年 10 月 14 日(水)は 

地域へ飛び出そう移動例会①です。 

12：30 客殿にて点鐘後べか・キッズランド清掃です 

クラブ会報委員会 横山 俊夫 青山 正彦 竹中 裕彦 
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