page.1
例会場

ホテルサンライフガーデン

例会日

毎週金曜日

12：00〜13：30

国際ロータリーのテーマ

「ロータリーに輝きを」

2014-2015 年度

国際ロータリー 2780

地区第 8 グループ

平塚湘南ロータリークラブ
事務局

1119 回
例会

〒254-0014 平塚市四之宮 5-8-20

第

2014 年 10 月 24 日（金）

TEL 0463-51-4870 FAX 0463-51-4840

◆長谷川会長

http://hiratsuka-shonan-rc.com/

【会長報告】

◆誕生祝い

【山口会員

関口会員

芦川会員

近藤会員】

◆結婚祝い

【山口会員

井出会員

黒柳会員

芦川会員】

◆卓話

週報

【ハンドボール女子日本代表チーム監督

栗山雅倫様】

◎会長報告
先日の地区大会には皆さん出席ありがとうございました。
本日は魚の話をしようと思います。
ＮＨＫの「ダーウインが来た」という番組で、ヤマメとサクラマスの話をやって居りました。
ヤマメは体長２０センチから３０センチで渓流の女王と呼ばれています。サクラマスは体長
６０センチ位で口先が曲がって鬼のような顔をしておりますが、実は同じ親から生まれた同
じ種類の魚なのです。ヤマメは川で生まれ川で育って川で死んでいく訳ですがサクラマスは
長谷川

会長

川で生まれてある時、海に出てまた川に戻ってくる。どこで違ってくるのかと言いますと、
１２月に卵が孵化致しまして、虫を食べ始める時期にヤマメになるかサクラマスになるかが
決まるそうです。川の上流側に居るヤマメは餌をたくさん食べて大きくなり、下流や川の流
れの弱い所にいるヤマメはたくさん食べられないので、あまり大きくならない訳です。翌年
の春になると河口近くで海に出る準備をしているヤマメの集団に出会います。これがサクラ
マスになります。大きい方のヤマメではなく、負け組のヤマメが色を薄くして外敵から自分
を守る準備をしていく訳ですが全部が帰ってくるわけでは有りません。戻ってきたヤマメは
顔が険しくなりサクラマスになります。子孫繁栄のためにメスと一緒に川を遡ります。川に
いたヤマメと比べると比べものにならないように大きく逞しくなっています。この番組を見
て、昔の自分と今の自分の顔を比べて、自分のたどってきた人生と今後を考えてみるのはい
かがでしょうか。

◎幹事報告
地区大会参加ありがとうございました。地区大会でロータリー財団寄付優秀クラブと会員
増強拡大賞の二つの表彰状を頂きました。報告いたします。
地区会員増強大会が有ります。柏木会員が古木委員長の代わりに出席します。
新会員の集いが１１月２ 3 日開催されます。対象の方は出来るだけ多くの方の出席をお願
いします。
また、１１月１１日に神奈川県ロータリアン親睦ゴルフ大会が開催されます、ご希望の方
関口

幹事

は１０月３０日までに申し出てください。
１０月２１日に芦川会員と市民なんでも相談会の PR のために湘南ナパサに出演してまい
りました。後日例会の席にお流ししたいです。
最後に本日指名委員会が有りますので、係の方は例会終了後行いますので出席をお願いし
ます。
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◎誕生祝い 【山口会員 関口会員 芦川会員 近藤会員】
■芦川会員
６７歳になりました

健康に気を付けて頑張っていきたいと思います。

■関口幹事
ありがとうございました。

■近藤会員
５５歳になりました。有難うございました。
左から、近藤会員、長谷川会長、
関口幹事、芦川会員

◎結婚祝い 【山口会員 井出会員 黒柳会員 芦川会員】
■芦川会員
３５年になりますが、夫婦が家庭の中心です。夫婦対話を心がけています。

■井出会員
これからも仲良くやっていきたいと思います。宜しくお願いします。

■黒柳会員
３０年になります。これからもがんばります。
左から、
黒柳会員、井出会員、芦川会員

◎委員会報告
■芦川会員

なんでも相談会の集合・詳細は資料を参照してください。ジャーナル・タウンニｭースで

告知していますが皆様もお声かけお願いします。

芦川

会員

◎出席報告
会員

近藤

会員

４０名

出席義務者

近藤

３８名

出席

２７名

出席率

７１％

会員
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栗山雅倫先生

ご紹介

週報
小沢

会員

本日の卓話者は東海大学体育学部競技スポーツ学科、准教授の栗山雅倫先生です。先生は
今、平塚めぐみが丘に居を構えておられます。出身は江戸川区で筑波大学大学院を修了され
ています。現在はハンドボールの日本代表女子チームの監督としてアジア大会銀メダル・世
界選手権決勝トーナメント進出等活躍をされています。今、とてもお忙しい中お時間を取っ
長谷川会長と栗山雅倫先生

ていただきました、本日は宜しくお願いします。

■卓話

ハンドボール女子日本代表チーム監督

本日のテーマは「競技スポーツの

栗山雅倫

様

て、フォロワーシップです。一つのことを決めたら付い

組織づくり」ということでお話をさ

て行くという強みが有りますが、逆にそうならないと何

せていただきます。代表チームとい

となく依存してしまうところがあります。それをどうし

う特徴、女性のチームという特徴で

ていくかを考えていくと強みの発揮に向けて「認める」

す。私は朝から晩まで女性だらけです、家では奥さんと
２人の子供、学校でも受講生は女性が多く、放課後は女
子のハンドボールクラブ、代表チームは女子という感じ
です。いろいろと女性の中で得たことをお話させて頂き

という事が大事だと思います。日本代表は突出した個が
クロエ ウー さんです。カナダのブリティッシュコロンビア出身
形成する集団であるという事と、幅広い年齢層だという
です。
事です。代表は日本でトップの経験も、圧倒的な強さも
２１日に来ました。今は井出さんのお宅で預かっていただいていま
有り、まぎれもなくお山の大将で、圧倒的です。ですが

たいと思います。私が１０年前に東海大学に就任したこ

す。世界に行くと、そのお山の大将がなぎ倒される訳です。
江南高校に通っていまして２７日より学校に行っています。

ろはまだまだ女子のハンドボールは強化の対象にもなっ

なぎ倒す経験もなぎ倒される経験も有るという二つの経
１６歳の一年生で、ダンスクラブに入りました。もう友達も３人出

ていませんでした。先般リーグ戦で３大タイトルの一つ

験を持つ個性的な集団をまとめる為に「お山の大将がお
来たそうです。
かわいいので日本のお父さんだよと言ってしまい
互いにぶつかり合わないと同じ方向に向いていかない」
ましたので、楽しく過ごせるように努めます。皆様もよろしくお願
という話をしました。最近は喧嘩もするし、その後ハイ
いします
タッチもするという意思疎通もできるようになっていま

を取らせて頂き、そこに向けて女子学生と向き合ってい
く中でいろいろと経験させて頂きました。ハンドボール
は日本ではまだオリンピックにも出ていない競技です
が、ヨーロッパではサッカーの次に人気があり、発祥の
地デンマークを含む北欧では国技でもあります。ですが、

す。
先日、トップ研修で「言語教示」という事を勉強いた

日本ではルールの曖昧さや競技場の問題等でまだまだで

しました。言葉で何かを伝えていくことの勉強で、何か

す。ハンドボールはサッカー＋バスケットという感じの

物を、具体的に説明するのではなく空間的配列で説明し

スポーツでかなりコンタクトが許されています。アジア

ていくことですが、なかなかうまくは出来ません。より

大会で銀メダルを取らせて頂きましたが、他国の選手は

突出した個を育成するために何をしたかというと、トッ

みんなとても大きく反則ギリギリの事をやりながらプ

ププレーヤーに使命感優位性の確認、本物志向、有名人

レーをして行く感じです。ですから、国際舞台で日本が

に会う事や本物に出会う事でトップの意識が強くなって

勝って行くためには異種格闘技戦を申し込んでいかない

いくと思います。もう一つは勝利に向けての覚悟「決断・

と中々勝てないです。それでも現在は良い方向に向かっ

前後裁断」、その時一瞬の決断が大事です。それは日々

ています。

の訓練の中で培われていきます。やると決めると何とし

代表選手はトップクラスの人の集まりです。非常に個

てもやる、「アタック de アタック」です。

性的な人の集まりです。組織における女性の強みは何か

女性の競技スポーツに携わってきて時間をかける価値が

というと、林市長は共感力、受容力、包容力を背景にコ

有るという事、関心を持っているという事を表す事、そ

ミュニケーション能力に優れていると仰っています。私

してスポーツにおけるマネージメントの価値、根性の大

の観察でいくと察知力にとても優れていると感じます。

事さ

察知しながら共感していくことに繋がっていく。二つ目

ドボールに興味を持っていただけるように頑張っていき

は忍耐力。すごい怪我をしても練習を休まない、メニュー

ますので、宜しくお願いします。

は全力でこなして行く、そういう強さも凄いです。そし

を勉強させて頂きました。これからも皆様にハン
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◎スマイル報告
長谷川会長

栗山様、本日の卓話宜しくお願いします。

関口幹事

誕生祝有難うございます。今年も去年同様セブンイレブンの夕食でした。来年
こそ素敵な人とのバースデイディナーを楽しめる様、今年一年頑張りたいと思
います。

芦川会員

結婚祝ありがとうございます。３５周年が経過致しました。１１月１日何でも
相談会迫ってまいりました。皆さんのご協力よろしくお願い致します。

河合

会員

麻生会員

２２日の当社の大磯プリンスの展示会にご協力ありがとうございました。

井出会員

関東地区代表に選ばれ３名の生徒を連れて全国大会に北海道に行ってきます。
今年こそ日本一めざして頑張ってきます。クロエも生活・学校にもなれて元気
で頑張っています。

小沢会員

栗山先生、本日はようこそいらっしゃいました。お忙しい所ありがとうござい
ます。我々の知らない世界のお話など、宜しくお願いします。

柏木会員

明日から高校野球関東大会が始まります。一回勝てば５０％、２回勝てば 100％
平塚学園 17 年ぶりの甲子園目指してガンバレ！

河合会員

先日、横山さんの会社のコンペに参加してまいりました。真道さんと同じパー
ティーで廻り前半は少しスコアが上回ったのですが後半に簡単にまくられまし
た。恐るべし！

近藤会員

誕生祝ありがとうございます。

佐藤会員

このところ続いている筋トレですが、先日筋を痛めてしまいました。左の胸筋
が痛いです。

真道会員

皆さん、本当に久しぶりです。5 欠席の時にはゴルフ場に居ると思ってください。

徳永会員

先週谷川岳に行ってきました。紅葉がきれいでした。

古木会員

巨人、阪神に 4 連敗。黒柳さん日本シリーズがんばって下さい。

細野会員

明日地区の事例セミナーに行ってきます。栗山先生、本日卓話宜しくお願い致
します。

牧石会員

地区大会の帰りに平塚ロータリーのバスで送ってもらったので、メイクに行っ
てきました。例会結構楽しかったです。

三富会員

秋晴れで気持ち良いです。でも、何となくモチベーションが上がりません。特
に悩みは無いのですが。

吉野会員

先日の地区大会お疲れ様でした。

