
◆点 鐘

◆国歌斉唱

◆ロータリーソング：奉仕の理想

◆ロータリアンの行動規範

◆ゲスト：RYLA参加者 アヲハタ(株)廣康潤一様

◆会員数：３６名（免除者：２名）

◆出席者：３０名 ◆ 欠席者： ６名

◆メイク： ０名 ◆ 出席率：８８．３３％

１０月 大森 寛会員

◆会員誕生日 …夜船

◆配偶者誕生日…金澤

◆結婚記念日 …佐渡、市川、西岡、堀越

◆事業所創立 …大森、市川

◆特別スマイル

・１０月１日、２日福山市で開催された2710指導

者養成プログラム「スポーツ雪合戦」に御多忙

中参加頂いたアヲハタ(株)廣康さん、並びに井

上委員長大変お疲れ様でした。御礼申し上げま

す。 (本庄 純夫)

幹事 宮本 和彦

・竹原警察署管内暴力追放市民協議会結成３０周

年記念大会及び総決起集会の参加について

日時 １０月１５日(土）１４：３０

場所 竹原市民館

・例会終了後に定例理事会を開催します

・次週は月見例会です。お昼の例会ございません。

会長 菅 義尚

１０月１日,２日の福山市で開催されたＲＹＬＡへ

井上青少年奉仕委員長とアヲハタ(株)廣康潤一様

に出席頂きました。後程ご報告をお願い致します。

１０月は会員組織委員会とロータリー情報担当の

例会月です。荒谷情報委員長宜しくお願い致しま

す。１３日は月見例会です。親睦委員会の皆様宜

しくお願い致します。
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１０月２９日,３０日は広島国際会議場で地区大会

が開催されます。出席参加される会員の皆様宜し

くお願い致します。１０月１５日竹原市暴力追放

市民協議会結成３０周年に鴨宮会長エレクトに出

席して頂きます。１０月２４日は世界ポリオデー

です。国際ロータリーは米国アトランタで記念行

事を開催します。「ロータリーの友」９月号の２

７ページに詳しい説明がありますのでご参照下さ

い。１０月２５日に第二回竹原市キャリアスター

トウィーク実行委員会が行われます。井上青少年

奉仕委員長に出席して頂きます。

来週の月見例会は京都本願寺に出講しますので欠

席致します。板場副会長月見例会宜しくお願い致

します。

◆青少年奉仕委員会 委員長 井上 盛文

１０月１日,２日福山市のツネイシしまなみビレッ

ジで行われましたロータリー指導者養成プログラ

ムへ参加しました。詳細につきましては廣康様に

ご報告頂きます。

アヲハタ株式会社

総務部 廣康 潤一様

今回のライラのテーマは

『健全なる精神は健全なる

身体に宿る スポーツ雪合

戦から学ぶリーダーシップ』

ということで、去年までは

座学がメインだったようで

すが、今年は思考を変えられてスポーツからリー

ダーシップを学ぶプロセスになっていました。

期間は１０月１日,２日、会場はツネイシしまなみ

ビレッジ(福山市)、参加人数は約１２０人、半数

以上が３０代以下の若い方でした。このライラへ

参加させて頂いた目的は、先ず年齢、性別、国籍

も異なる初対面の方々との仲間意識の醸成を図る。

テーマであるリーダーシップの育成ということで、

積極的な姿勢をとる。補助的な理由になりますが

デスクワークでありますので運動不足の解消を図

ることも含まれています。

一日目のスケジュールは、開講式、スポーツＲＹ

ＬＡ(スポーツ雪合戦・練習試合)、PEP TALK，チー

ムミーティング。二日目はラジオ体操、開会式、

スポーツＲＹＬＡ(スポーツ雪合戦・試合)、閉講

式。先ずはスポーツ雪合戦について説明します。

●１チーム7人

●横36メートル、縦１０メートルのコート

●1セット3分,3セットマッチ。2セット先取で勝ち

●使用雪玉は室内の場合１チーム１セット50個

●相手陣地のフラグ奪取(10P)か相手チームの全滅

(10P)、試合時間終了時に生き残っている人が多い

チーム（生き残っている人×１P）が勝ち。試合終

了時のポイントを競う。

具体的には、フォワード（主に攻撃係。一定ライ

ンより後ろに下がるとアウト。)４人とバックス

(主に雪玉供給係。動きの制限なし。)３人に分か

れ、センターラインを越え、相手陣地内に入るこ

とができるのは３人までで、コート内の雪玉は全

て使用可能で誰が投げた雪玉かを問わず、直接雪

玉が当たるとアウトになり、外に出るというルー

ルです。。

PEP TALKとは、ポジティブな言葉がけをするとい

うことで、「～するな」ではなく、「～しよう」

というポジティブな言葉がけで心や脳に影響を与

え、潜在能力を引き出すことを目的とし、重要な

イベントの直前で行います。

ここからはスポーツ雪合戦を行った結果ですが、

先ず試合前に集まって話をします。参加者全員が

初心者で、各班身体能力に差のないような分け方

になっており、その為戦略が大切になってきます。

チーム一丸となって攻守と役割分担をしっかりし

ようという話しになりました。

実際に雪合戦の練習試合を開始します。全員が参

加し、バックス・フォワードのどちらも経験し、

どちらがいいか判断しました。他チームの試合中

に試合を見ながら話し合いました。練習試合の結

果は非常に良く、後で伺った話しですが、その時

は「優勝候補は８班（私たちの班）だ」と言われ

ていました。練習試合終了後は懇親会があり、チー

ムの仲を深めることに注力し、練習試合の結果も

良かったので反省会は特にしませんでした。他の

班の方々は「８班は必ず潰す」、「８班対策はし

た」と言われました。私の頭の中は「今日はうま

く行きすぎだな」、「本番は厳しい試合になりそ

う」と、マイナス的なイメージがついてしまいま

した。実際に試合本番になりました。試合直前に

戦術の確認を行いました。初戦（VS７班)は危なげ

なく勝利しました。２回戦(VS９班)これに勝つと

３位以上が確定するのですが、まさかの２０－０

で完敗。この時点で４位以下が確定しました。４

位から６位を決めるリーグ戦でも１勝１敗。優勝

候補と言われた８班ですが優勝から程遠い結果に

なりました。他チームの熱心な研究・対策に比べ、

８班は怠慢だったのかと思います。私達が懇親会

をしている間、雪合戦の練習をしている班もあり

ましたし、他チームからのプレッシャーがあり、

プレッシャーからのマイナス思考（PEP TALKを生

かせなかった)に陥ってしまったのだと思います。

戦略や試合展開以前に、気迫や気持ちで負けてい
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たと痛感しました。

試合の結果は残念でしたが、ともに汗を流し、考

え、笑いあい、支えあった方々は、スポーツ雪合

戦を通して大切な仲間となりました。班のリーダー

や副リーダー以外の方も積極的な発言や行動をさ

れており、全員がリーダーシップを発揮されてい

たと思います。PEP TALKは日常の生活でも使おう

と思いました。試合本番での失敗は、今後の生活

にも生かせる要素が多いと思いました。

このたび、このような素敵な企画に参加させてく

ださり、私たちを見守ってサポートしてくださっ

た関係者の皆様に感謝の意を表します。

ありがとうございました

会員 夜船 正昭

先ほどは誕生日を祝って頂き

まして誠に有難うございます。

今月７３歳を迎えました。今

日まで大病せず元気な身体で

過ごさせて頂いたことに感謝

致しております。これからの

人生を青春時代の心意気を忘

れずに頑張って歩んでいきたいと思います。今後

ともご指導の程を宜しくお願い致します。

本日は私の職業的分野から「軽自動車の歴史」に

ついてお話ししたいと思います。

◆日 時 平成２８年１０月６日(木)

◆場 所 大広苑

◆出席者 １１名

◆議 題

①外部卓話の件 承認

（がん予防啓発推進委員会事業２回目）

日時 平成２８年１０月２７日(木)

講師 円山医院 院長 円山信二様

②ラビットクロカン協賛の件 承認

社会奉仕予算より １０，０００円

③聖恵文化祭ボランティア参加の件 承認

平成２８年１１月２３日(水)

④会員増強プロジェクト委員会設置の件 承認

⑤ロータリー財団100周年記念事業の件 承認

月見・忘年・花見例会等の家族例会に募金箱

⑥夜間研修会の件 承認

第２回 １０月１５日(土)

第３回 １２月１７日(土)

⑦ロータリー財団100周年の幕作成の件 承認
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