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例会場/ホテルメルパルク名古屋 
 

第 2047回例会 

     2020年 9月 7日（月） 第6回       

●点  鐘 会長 原田 好展 君 

●ゲ ス ト 米山奨学生 張 申童さん 

 ●司  会 真城 壮司 SAA委員 

 

          会長挨拶            

 

名古屋空港ロータリークラブ会長 原田 好展君 

 

 

皆さん、こんにちは 

愛知県の緊急事態宣言が 8/25 に解除されました。例会

2 回の休会をはさみましたが、本日は予定通り例会を開

催できました。1 ヶ月ぶりに皆さんのお顔が見えてホッ

としております。 

世界 3 大スポーツイベントと言うと、①オリンピック②

サッカーワールドカップ③ツールドフランスと言われて

います。しかし③F1グランプリ、ラグビーワールドカッ

プと言う方もいます。 

私は一時期ロードバイクの魅力に引かれ、休みの日は必

ず、友達とツーリングに出かけていました。ハワイのホノ

ルルセンチュリーライドに参加したこともあります。カ

ピオラニ公園をスタートして、オアフ島の東海岸を北上

し、折り返してカピオラニ公園に帰ってくる平坦なコー

ス160kmを自転車で走り、走行時間約4.5時間、平均

時速約35kmで完走した事があります。その頃から、毎

年ツールドフランスを見ています。 

東京オリンピックは来年に延期されましたが、ツールド

フランスは 2 ヶ月遅れで 8/29 からスタートしました。

このレースは、21日間の日程で行われるステージレース

で、距離にして 3500km、高低差 2000m 以上の起伏

に富んだコースを走り抜く苛酷なレースです。最大勾配

20％以上の山道を上り、時速 80km 以上で下り、1 回

当たり平均走行距離 150km を走ってゴールを目指しま

す。22 チーム、176 人が自転車に乗って 10〜20cm

間隔で密になって走行する姿は圧巻で、まるでいわしの

群れのように機敏に反応します。またレースと並行して

アルプスの山々、古い教会や町並みが上空からの映像と

して紹介され、フランス郊外を観光している気分になり

ます。最終ステージの前には、総合優勝争いに決着が付き、

最終ステージはシャンゼリゼ通りを中心にパリ市街を凱

旋パレードして、スプリント勝負で終わります。長時間の

レース中で、一瞬の駆引きで勝負がつくマラソンや駅伝

が好きな方は、ぜひ見てください。 

コロナの影響で様々な制約の中、フランスで開催してい

るツールドフランスを見ていると、来年に延期された東

京オリンピックも、多分開催できるような、気がしてきま

す。これで、会長挨拶とさせて頂きます。 

 

        委 員 会 報 告           

●出席報告 （照井 通夫出席副委員長） 

本日の例会 

会員数 51 出席率 78.26 

出 出席義務者 19 欠 

席 

者 

出席義務者 10 

席 出席免除者 17 出席免除者 5 

者 出席者計 36 欠席者計 15 

●ニコニコボックス報告（國田武二郎委員） 

会員の皆さん出席ありがとうございます。堀塲君、卓話

宜しくお願いします。 

                 原田 好展 君 

堀塲さん、卓話お願いします。 
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                 柴田 和宏 君 

堀塲君、卓話楽しみです。 

                 鈴木 恵一 君 

堀塲君の卓話楽しみにしています。 

                 内海 辰巳 君 

堀塲君卓話楽しみにしています。 

                 稲熊 正徳 君 

誕生日を祝って頂いてありがとうございます。 

                 山内 佳紀 君 

結婚記念日を祝って頂いて。 

                 北園 守生 君 

アテンダンス表彰して頂き有難うございます。 

                 真城 壮司 君 

誕生日を祝っていただいて 

                 川口 直也 君 

堀塲さんの卓話楽しみにしています。 

                 伊東 由之 君 

 

今日も元気で！   

田邊 雅彦 君 近藤 和彦 君 稲吉 將秀 君 

山北 秀和 君 石川 良治 君 井上 政秋 君 

武田 英昭 君 高山 光雄 君 太田 哲郎 君 

中林 正人 君 前田 幹太 君 國田武二郎 君 

市川 孝  君 堀塲 竜司 君 暮沼勇二郎 君 

三治 明  君 杉本 敦永 君 大野 和宏 君 

安川 正勝 君 照井 通夫 君  

 

御協力ありがとうございました。 

 

本日の協力  30名  49,000円  

本年度の協力累計      303,000円  

 

 

 
 

堀塲 竜司 会員 

「選手に伝えていること」 

 

 
 

 

 

 
所属チーム：モノリスフットボールクラブ(所属選手・年

少～中③、220名程) 

現担当：U-15(愛知TOPリーグ)監督、指導者ライセン

スB級 

 

コロナ渦の中、大会の中止、縮小など、選手の集中力を

維持することが非常に難しい。 

そんな状況の中で、「選手に伝えている事」 

① 切り替え・・・攻⇨守、守⇨攻、相手より瞬間早く。 

②サポート・・・味方ボール保持者に対してのサポート

のポジショニング、立ち位置(エリア)の共有。 

③アイディア・・起りうる状況・展開を予測して、自身

でジャッジする。 

 

特に②ついては、ボール保持＝目標、夢の保持と捉え、

日常の学校生活、家庭生活での状況に置き換え 

サポートの立ち位置が友人関係、親子関係にも同じこと

が言えるのではないでしょうか？ 

 

 

 
 

 

第3回理事役員会議事録 

 

日時：2020年9月7日（月）11:30～ 

場所：ホテルメルパルク名古屋 4階 泉 

欠席：阿萬裕子会員増強委員長 

梅本昌裕公共イメージ向上委員長 

   串田正克R財団・米山委員長 

 

柴田幹事の進行により、理事役員会が開会された。 

 

【原田会長挨拶】 

【議題】 

① 9.10月例会行事について  ···· 山内副会長 

資料に基づき，9月10月の例会行事の報告があった。 

年内は、できるだけ外来者卓話を避けたい。 

 

② 地区補助金について ······· 中島社会奉仕 

資料に基づき，説明があった。 

300名を対象に認知症の事業を実施すべく進めてきた
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が、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、2時間

20人に変更して実施する方向で修正して進めたい。 

 

③ ホテルメルパルク名古屋コロナ対応について 柴田幹

事 

資料に基づき，報告があった。 

対応に不十分な面があるので，例会場の移転も検討した

い。 

 

稲熊：ホテルとしての対応というよりも、公務員的対応

が多いと思う。移転も考えてはどうか。 

最初は、1階に事務局に置くという話だった。 

ANAグランコートが熱心と聞いた。 

食事と駐車場の問題がある。 

コロナ対応でチャンスの面もあるので、移転を検討すれ

ば良いと思う。 

中島：広く使わせてもらっている。駐車場がちょっと。 

地方のホテルは、暗い。 

稲吉：変わるべきだと思う。ホテルだけど、ホテルだけ

ではない。客がいなくても、電気は付いていないといけ

ない。入ったら暗い。宿泊客以外に来客も少ない。 

喫茶店も、レストランも営業が限定しているので、例会

前後に話すことも難しい。 

地下の事務局は、手狭で、気の毒である。 

例会会場としては不適格。出来たら、年内、遅くとも来

期までには、移転すべき。 

半年はかかるので、会長幹事で、来年度には、原案を出

してほしい。 

内海：例会会場としては、ちょっと相応しくない。 

年内とは言わないが、来期までには、移転すべき。 

 

井上：変わってほしいと思う。 

年末家族会をここで実施するのは、寂しい。 

喫茶店等も営業していなくて、不便。会員の意見も確認

してほしい。マリオットだけではなく、グランコートも

同時に検討してほしい。 

 

伊東：しかるべく。 

 

武田：前年、この場所に決めた経緯を踏まえて、意見を

聞いて、考える必要がある。 

 

田邊：キャッスルプラザの廃止が理由で、今後、ホテル

が新設されたことを踏まえ、再度、移転する前提であっ

たと思う。ANAグランドホテルから勧誘があるので、

条件交渉には、良い時期だと思う。 

本日も、40分前に来たら、案内も出ていない。 

新しいホテルも検討に入れるべき。 

 

山内：移転に賛成である。 

新しいホテルを含め、検討してはどうか。 

 

柴田：IMのホストも予定されている。 

このホテルで、12クラブを迎えられるか。 

中止の判断の材料の一つにもなっている。 

 

原田：移転した方が良いと思う。 

理事役員会で方向性を決め、会員に諮りたい。 

前回は6名で決めた。 

ホテルのコロナ対応に問題があった。謝罪もない。 

前回の経緯があるので、マリオットに聞いてみて、 

月曜日に空いているか、例会費が60万円増える。 

次回の理事役員会で提案したい。 

持ち出し例会を実施したい。 

外のANAグランコートなども、検討したい。 

体力のある立地の良いホテルを選択したい。 

マリオットであれば、つぶれないのではないか。 

移転の話を前に進めたい。 

 

柴田 

見積もりにも時間がかかるので、進めたい。 

 

④ 一般会計の予算修正について ····· 武田会計 

資料に基づき，説明があった。 

休会措置の期間の例会費をニコボックスとして振替えた

い。原田会長も、20万円ほどを立て替えている。 

 

⑤ 年末家族会について ······· 近藤親睦活動 

年末家族会、今まで通りの開催は、控えた方が良いと考

えている。インターアクトクラブと協力して、スイーツ

の企画を行いたい。 

昼の時間帯に開催したいと考えている。 

 

⑥ 9月例会・ガバナー補佐訪問について · 柴田幹事 

9月28日しか、ガバナー補佐訪問の日時がない。 

10月12日のガバナー公式訪問の2週間前までに、実

施する必要がある。休会の予定を変更して、開催した

い。既に予定がある人は、やむを得ない 

 

田邊：事前に、出欠を取ってはどうか。 

 

柴田：早急に、出欠を確認して、開催方法を検討した

い。 

 

稲吉：出欠とって、ガバナー補佐の意見を確認しましょ

う。 

 

⑦ 10/12・3RC合同ガバナー公式訪問について · 

 ·················· 柴田幹事 

合同で開催するかについては，理事役員の意見を参考に

会長に一任頂きたい。 

 

［次回開催日時・場所の決定］ 

日時：2020年10月5日（月）11：30〜  

場所：ホテルメルパルク名古屋 2F 「白鳥」 

 

議事録：副幹事 川口 直也 

 

 


