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例会日：水曜日12時30分／月末は夕刻例会

国 際 ロ ー タ リ ー 会 長 ：バリー・ラシン
第2570地区ガバナー ：茂木 正

通算 1972回 【例会】 外部卓話 大久保和政氏

平成30年12月5日
◎司会：清水利夫正 SAA

◎点鐘：市川 富夫会長

て来たフットボールは、１８６３年に統一ルールが作成され、

会長の時間
市川 富夫

18時30分

近代サッカーが誕生しました。このとき、一部のクラブ代表

会長

が、ラグビーボール・ルール認められなくなったことに合意
できず、協会を脱退し、１８７１年にロンドンでラグビー協
会を設立しました。

皆さんこんにちは。ご存知の方多いと思います。埼玉県

勢力図

ラグビーフットボール協会

ラグビーは、主にヨーロッパ地域やオセアニア・南アフリ

理事。NPO 法人 ARUKASU

KUMAGAYA 理事長・熊谷商工会議所
政さん・熊谷ロータリークラブの幹事

副会頭
小林

大久保和

カ・アルゼンチンなど南半球の国々を中心に人気を博してい

肇さんお二人

ます。イギリスでは、サッカーやクリケットと並ぶ人気のス

をお迎えしました。

ポーツとなっていて、南半球でも国技になる程の人気・実力

大久保和政さんに「ラグビーを通して地域活性の取り組み」 を持っているそうです。
卓話宜しくお願い致します。嬉しい話です。熊谷東ロ―タ

ラグビーのスピリット

リークラブ・ゴルフ同好会第二回目を、11 月 26 日に太平

ラグビーを語る際に、そのプレーの根底にある信念
（スピリッ

洋 GK 江南コースで行い、私としては暫くぶりの優勝しまし

ト）を表す言葉として良く使いわれるのが「One for All・

て、優勝賞金を頂き驚きと、感動しました報告します。

All for one」（一人は皆のために・皆は一人のために）です。

会長の時間ですよ。

勝利のために、プレイヤー、一人一人の犠牲的精神、献身的

ラグビーは「紳士のスポーツ」といわれる話をします。

な行為によりチームの結束力を高めていく姿勢こそが、ラグ

南半球を中心に、多くの国で親しまれているラグビー。ラグ

ビーの大きな魅力と言えます。

ビーの魅力は、選手同士のぶつかり合いが激しい競技であり

紳士のスポーツ

ながら、全員がフェアプレイ精神を持って試合に臨む「紳士

密集でのボールの奪い合い・突進・タックルなど、プレイヤー

のスポーツ」である点です。

同士のボデイコンタクトが絶えないラグビーは、一種の格闘

熊谷でラグビータウンになったのは、熊谷の人は「紳士が多

技とも言われています。

かったからと」
、言われたうわさを聞きましたが、そんなこ

選手同士がエキサイトしやすいスポーツだからこそ、高い

とがあったのでしょうか。

フェアプレイ精神で臨むことを、要求されるため。ラグビー

さて、ラグビーの歴史にもどります。ラグビーの起源は、イ

は「紳士のスポーツ」とも呼ばれています。ラグビーでは、

ギリスで行われていたフットボールに有ります。
１８２３年、 試合終了のことを「ノーサイド」と呼びます。試合が終わっ
イングランドにあるラグビー校でのフットボールの試合中、 たら敵味方を区別しないという意味で「ノーサイドの精神」
ウイリアム・W エリス少年が、突然ボールを持って相手ゴー

はラグビーの基本理念を表す言葉として用いられます。

ルに突進しました。これがラグビー誕生のきっかけだと言わ

皆さんのお手元に簡単なラグビー・ルールのコピーをお渡し

れています。

しました。あとでご確認下さい。

これ以降、ラグビールールのフットボールが徐々に浸透し、 私の話は、この辺にいたしまして、この後は、大久保和政理
１８４８年には現代ラグビーの基礎となるルールができあが

事長の卓話楽しみたいと思います。

りました。１９世紀以降、学校ごとに独自のルールで行われ

ありがとうございました。

kumagaya-east-rc.com

21-1

例会企画委員会

幹事報告
浅井 純次

中山 康徳

幹事

委員長

12 月 プログラム

飯能ＲＣより
事務所移転に伴う変更

12 月 5 日

理事会報告
卓話 大久保和政氏（熊谷 RC）
「ラクビーを通して地域活性の取り組み」

12 月 12 日

年次総会
次年度理事・役員選出（3 役挨拶）
（浅井会長エレクトより）

雀幸園より
クリスマスパーティの案内
12/25（火）14：00 ～
フィリピン育英会バギオ基金より
2017 年度事業報告書基金への寄付のお願い
第 29 回熊谷さくらマラソン大会実行委員会より
協賛願い及び大会要項・ポスターが届いております。
例会日

出席

欠席

MU

出席率

12.5

17

11

0

60.7%

12 月 15 日 忘年家族例会 キングアンバサダーホテル
※別途 詳細案内あり
(土)
誕生祝い
12 月 19 日
12 月 26 日

15 日の振替休会
休会

( 定款第八条による）

1 月 プログラム

〈本日 12/12 のプログラム〉

年次総会
次年度理事・役員選出（3 役挨拶）
（浅井会長エレクトより）
第 6 回理事会承認事項

1月2日

正月休会

1月9日

理事会報告
クラブ協議会
会長・副会長・幹事・ＳＡＡ 後半の活動について

1 月 16 日

クラブ協議会
五大奉仕委員長

1 月 23 日

新年夕刻移動例会 （采帆久亭）
会費 ￥3,000
ゲスト ますみ
〃
田並尚明氏 （県会議員）
誕生祝い

1 月 30 日

休会 （定款第八条による

親睦委員会
小川
◎

総括事項

1. 次年度会長エレクト・副幹事承認の件

承認

2. 次年度上記以外の役員・理事選出の件

承認

（浅井会長エレクトより）

11 月誕生祝
岩崎孝男会員・細川末廣会員
高橋典子さま・出井八重子さま
おめでとうございます。

3. くまがい草記念碑建立にかかる寄付の件 会より￥10,000
4. 忘年家族例会会費及び予算の件

別紙にて

5. 1 月新年例会会費徴収の件

￥3,000

◎

クラブ奉仕部門委員会
1. 12・1 月プログラムの件

( 中山委員長 )

ＩＭ登録料徴収の件＠￥5,000× 人数
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智 委員長

個人徴収にて承認
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後半の活動について

蛭川俊也会員

ニコニコ BOX
安藤

大久保和政様

久乃 委員

今日の卓話「ラグビーを通して地域活性の取り

組み」楽しく聞かせて貰います。
野中弘之会員
ラグビータウンといわれる熊谷に住みながら、あまりラグビー

大久保和政様・小林肇様（熊谷ＲＣ）

を知りません。

本日は「アルカス熊谷」のＰＲにお呼び頂きましてありがとう

大久保さんいろんな点でご教授お願い致します。

ございます。又、ラグビーワールドカップ 2019 も来年に控え

清水利夫会員

併わせてＰＲさせていただきます。

大久保和政様の卓話、よろしくお願いします。

是非共「アルカス熊谷」のファンクラブへのご入会をお願い致

草薙友光子会員

します。宜しくお願い致します。

大久保和政様のご来訪を心より歓迎申し上げます。

市川富夫会長・藤澤貞彦副会長・浅井純次幹事

細川末廣会員

大久保和政様、小林肇様、本日はおいで頂き誠にありがとうご

大久保和政様のラグビーを通しての卓話楽しみにしていまし

ざいます。

た。又、誕生祝いありがとうございました。古希を卒業して

大久保様の卓話、楽しみにしておりました。宜しくお願い致し

71 才になりました。

ます。

井桁憲治会員

市川富夫会長

大久保和政様、小林肇様熊谷東へようこそ！本日の卓話宜しく

埼玉県ラグビーフットボール協会
ＳＵ・ＫＵＭＡＧＡＹＡ理事長

理事・ＮＰＯ法人ＡＲＵＫＡ

大久保和政様・熊谷ロータリー

お願い致します。
過日のアルカスへの件では大変お世話になりました。

クラブ幹事小林肇様ようこそおいで下さいました。

佐藤良孝会員

大久保和政様には、ラグビーを通して地域活性の卓話楽しみ

本日は大久保和政には当クラブの卓話においで下さり有難うご

にしていました。宜しくお願いします。

ざいます。宜しくお願い致します。又、おつきの小林肇さんに

熊谷東ＲＣ・ゴルフ同好会コンペ、11 月 28 日太平洋ＧＫにて

おかれましては、ご苦労様です。

行い、優勝しました。賞金は全部ニコニコＢＯＸに寄付をさせ

高橋勤二会員

て頂きます。

大久保様

浅井純次幹事

いありがとうございました。

ゴルフ同好会のゴルフコンペは来春まで間があきます。皆さん、

安藤久乃会員

自主トレに励んで下さい。

本日は大久保様、ご来訪ありがとうございます。卓話、楽しみ

小川 智会員

にしておりました。宜しくお願い申し上げます。また、先日は

本日はご多忙の中、大久保様には卓話に来ていただき誠にあり

ゴルフ同好会の皆様には、ご迷惑をおかけして申し訳ありませ

がとうございます。

んでした。顔の左半分を打撲してしまいアザだらけになってしま

吉田 繁会員

いました。

本日卓話

楽しみにしておりました。妻の誕生日祝

皆さん、こんにちは。熊谷ＲＣの大久保和政様の卓話を楽しみ
にしておりました。大久保様宜しくお願い致します。所用で少
し遅れます。

ニコニコ BOX

本日

累計

岩崎孝男会員

12.5

￥32,000

¥398,100

1 大久保様、本日の卓話を楽しみにしておりました。小林様、
ご苦労様です。
2 11 月の誕生祝い、皆様に祝っていただきありがとうございま
した。
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外部卓話
大久保

和政 氏

「ラグビーを通じて地域活性化の取り組み」

〈次回 1/9 のプログラム〉

理事会報告 /クラブ協議会
会長・副会長・幹事・ＳＡＡ 後半の活動について
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