本日のプログラム 第 2546 回例会 2019 年 6 月 18 日（火）
「教える・説得する」
元・関消防署

署長

前例会の記録・第 2545 回 6 月 11 日（火）12：30
「関市スポーツ推進委員会の活動について」
関市スポーツ推進委員会 会長 大野照美様
◆開会点鐘
◆「我らの生業」斉唱
◆会長挨拶
本日のお客様は、関市スポー
ツ推進委員会 会長 大野照美様、
広報委員長の長瀬祐子様です。
スポーツ推進委員会の事業報告
をしていただきます。よろしく
お願いします。先日ライオンズ
クラブの例会に招いて頂き、卓
話をしてまいりました。ライオ
ンズクラブは、関ロータリークラブの月 3、4 回の例
会開催に対し、月 2 回の例会開催です。そこで、ロ
ータリーと、ライオンズ の違いはどこかを調べてみ
ました。大きな違いは 奉仕活動の取り組み方の違い、
ライオンズクラブが奉仕活動を行う時には「我々は
奉仕する(We Serve)」
。すなわち独力ではなく団体力、
クラブ全体でまとまって一つの事業に基金を拠出す
る事に対し、ロータリークラブは、全員がまとまっ
て行う奉仕活動もありますが、基本的には「私は奉
仕する(I Serve)」「自己の責任と判断において、自
分の職業を通して、社会に、世界に奉仕しよう」と
いう考え方が基本となっています。ライオンズクラ
ブの名称は猛獣のライオンから来ているのではなく
スローガンである、「Liberty，Intelligence，Our
Nation’s Safety(自由を守り、知性を重んじ、われ
われの国の安全を図る)」の頭文字をとったもので、
偉大な行為、高い理想を象徴しています。ライオン
ズクラブも素晴らしい理念に基づいて活動している
団体です。そんな他団体や他クラブに参加させてい
ただいて卓話をする事は、刺激的で新鮮でした。関
ロータリーと比べると年齢層がかなり高く、30 人弱
おみえでしたが私より年下は 2 名しかおりませんで

藤田哲也様

したので、緊張感もありよい経験をさせていただき
ました。関ライオンズクラブさんも素晴らしい奉仕
団体でした。そこで、奉仕について私が思う事は、
献身的なボランティア活動をしている人は、自分自
身のことを二の次にしている雰囲気が往々にしてあ
る様に思います。「自分のため」と「人のため」の両
立ができる関わり方が出来れば最高だと思います。
欲を言えば、自分のためにしていることが、人のた
めになればベストな生き方だと思います。私が言え
る事ではないのかも知れませんが、私たちロータリ
アンとしての奉仕は先ずクラブの活動に参加する事
であり、その参加の度合も各々の精一杯のスタンス
で良いと思います。賛同し参加する事、例会に出席
する事だけでもひいては、奉仕に繋がると思います。
今後も皆さんの精一杯のご参加をお願い申し上げま
す。
◆委員会報告
◎出席委員会
委員 粟倉晋吾
会員 51 名中 出席
28 名 出席率 57.15％
◎ニコボックス委員会 委員長 木村聡
会長・副会長・幹事の皆さん･･･関市スポーツ推進委
員会 会長 大野照美様、ようこそ関 RC へ。大変お
忙しい中、卓話をお引き受けいただきありがとうご
ざいます。今後も関 RC の活動にご理解ご協力、よろ
しくお願いします。
臼田、後藤、長尾、酒向（德）、岩倉の皆さん･･・関市
スポーツ推進委員会 会長の大野照美様、本日は関
市民ひとり 1 スポーツ活動普及のために活動されて
いるお話を楽しみにしています。よろしくお願いい
たします。
伊佐治啓司さん･･・大澤さんと加藤照彦さん、一
年間ゴルフ会では大変お世話になりました。来期は
私、伊佐治と山田さんがお世話になります。私は至
らぬばかりでございますので、ご教授賜りますよう
よろしくお願い申し上げます。今期、ゴルフ会で皆
勤賞をいただきました。面目ございません。先日の

ゴルフ会でバーディ 2 個取りましたので、2 ポイン
ト投函させていただきます。
藤井淳さん･･・ゴルフ会でたくさんたたきました
が、ダブルペリアの穴にうまくはまって、優勝する
ことができました。優勝カップも取りきりで、おい
しいビールをカップいっぱい、いただきました。
奥村敏教さん･･・バースデーカードありがとうご
ざいました。まだまだ未熟物ですが、よろしくお願
いいたします。
酒向德享さん･･・妻にバースデーカードをいただ
きありがとうございます。
◆「関市スポーツ推進委員会の活動について」
関市スポーツ推進委員会 会長 大野照美様
皆さまこんにちは。今日は
この会にお招きいただきまし
てありがとうございます。先
ほどご紹介いただきました、
関市スポーツ推進委員会 会長
の大野です。そしてこちら
は、お手伝いいただく関市ス
ポーツ推進委員会、広報委員
長の長瀬さんです。どうぞよろしくお願いいたしま
す。関ロータリークラブの会員で、関市スポーツ推
進委員会の企画委員長でもある酒向さんのご紹介
で、私たちの活動を皆さまに知っていただく場を設
けていただくことになり、大変感謝しております。
スポーツ推進委員とは、昭和 36 年に「スポーツ振興
法」が制定され、市町村におけるスポーツ振興の
為、住民に対してスポーツの実技指導や、その他の
スポーツ指導、助言を行う体育指導員を置くことに
なりました。平成 23 年 6 月 24 日に「スポーツ振興
法」が「スポーツ基本法」へ改正され、
「体育指導委
員」が「スポーツ推進委員」に名称が置き換わりま
した。スポーツ推進委員はスポーツ基本法第 32 条に
より市町にスポーツ推進委員を委嘱するとされ、大
きな職責を担っております。スポーツ庁長官の鈴木
大地氏にも全国大会や機関誌のコメントもいただい
ております。先にもご紹介しましたが、私たち関市
スポーツ推進委員は、関市におけるスポーツ推進事
業の実施に係る連絡調整並びに、市民に対する実技
指導及び助言を行っています。市民の健康増進に貢
献できるようにと「いつでも、どこでも、誰もが、
子供から高齢者まで、身体や知的に障がいがあるな
しにかかわらず、すべての市民が身体を動かすイベ
ントに参加すること」を目指して活動をしていま
す。関市スポーツ推進委員は関市内 16 の支部ごとに
推薦された方、また一般公募で推進委員の活動に対
して関心や熱意、意欲のある方で行事に積極的に参
加していただける方を募集し、面接にて決定されま
す。現在は自治会推薦 38 名、一般公募 7 名の計 45
名が総務委員会、企画委員会、広報委員会、ウオー
キング委員会、スポーツ普及委員会、研修委員会、
女性部会で活動しています。私たちは、関市のスポ
ーツイベントにも携わっています。まずは、毎年 3

月に行われます「刃物のまち関シティマラソン」
。本
イベントは県内外約 3000 名のランナーが参加し、ス
ポーツ推進委員は給水係、距離表示係を行っていま
す。ランナーとして参加する方も何名かいます。続
いて、「せきサイクルツーリング」
。本イベントは年
2 回開催しており、春は津保川沿い、秋は板取川沿
いのコースを走ります。私たちは受付係、沿道整備
係、チェックポイント係等行っています。各チェッ
クポイントでは地元のグルメでおもてなしをしてお
ります。他府県からの参加者も多く、大変好評いた
だいております。また、地元の皆様やロータリーの
会員の方にも様々な形で協賛・ご協力いただいてお
ります。次に「チャレンジデー」。このイベントは、
全国一斉のイベントで、人口規模がほぼ同じ自治体
間で 1 日 15 分以上運動やスポーツを行った住民の数
（参加率）を競い合います。関市は平成 29 年からこ
のイベントに参加しており、3 年連続対戦相手の自
治体に勝利しています。私たちスポーツ推進委員は
体育館一般開放を行い、参加率 up に貢献しました。
また、このイベントがご縁で平成 30 年 7 月の関市豪
雨災害時に、対戦相手の秦野市より義援金を頂くと
ともに、消毒散布機材持参の職員を 9 名派遣いただ
き、復興のお手伝いをしていただきました。スポー
ツが、人の繋がりや地域の繋がりとなることは私た
ちスポーツを支えるものにとりましても目的の一つ
でもあり、さらにひろがっていくことを願っており
ます。ちなみに今年は京都福知山市に圧倒的勝利を
納め、関市の市旗が福知山市に一週間掲げられまし
た。その他、関市市民駅伝、ほらどキウイマラソ
ン、ふどうの森トレイルラン大会の運営の手伝い、
また、カローリングジャパンカップ、日本平成村カ
ップには選手として参加しています。続きまして、
関市スポーツ推進委員会主体の活動を紹介いたしま
す。せきしんふれ愛アリーナにて、月 2 回第 1・第
３木曜日 午後７時から９時までの２時間、体育館
一般開放を開催しています。体育館一般開放は、利
用料を徴収し、利用者それぞれの好みのスポーツを
楽しんでもらうことを目的としています。スポーツ
推進委員の役割は１回に８人の当番を決め、受付や
アリーナ内の間取り、プレー中の見回り等をしま
す。ソフトバレーや卓球など、人数が足らないとき
には一緒にプレーもします。主に、卓球、バドミン
トンントン、ソフトバレー、バウンドテニスが実施
されています。また、せきしんふれ愛アリーナに
て、毎月第 2 土曜日午後 1 時 30 分から 4 時までの 2
時間 30 分チャレンジザスポーツゲームを開催してい
ます。チャレンジザスポーツゲームとは、軽スポー
ツを中心に、RD チャレンジ、カローリング、シャッ
フルボード、ペタンク、バウンドテニス等を準備
し、参加者に楽しんでいってもらっています。ここ
最近ではカローリング、バウンドテニスが人気で
す。スポーツ推進委員会主催の「カローリング・チ
ャレンジカップ」も開催し参加者も年々増えていま
す。色々軽スポーツの名前を言いましたが、ここで

はカローリングの説明を少ししたいと思います。ご
存知の方もお見えになると思いますが、氷の上で行
う「カーリング」のようなものでストーンの代わり
に、このジェットローラーを滑らせます。1 チーム
三人で、一人２つ投げます。的の中心に近いチーム
に加点されます。関市では平成１９年に協会が設立
され、だれでも簡単にできる軽スポーツの一つとし
て私たちも普及に力を入れています。続いて、
「はも
みんはつらつウオーキング」ウオーキング委員会が
中心となり、年４回、旧関市、上之保地区、武儀地
区、武芸川地区、洞戸地区、板取地区の中からコー
スを選定し、計画をたてています。板取地区では、
かおれ渓谷、洞戸地区では高賀、武芸川地区は八幡
神社、一色かたくりの里、などなど各地区の見どこ
ろやパワースポットをコースにいれ、魅力あるウオ
ーキングになるよう心がけています。また、本年度
は、本格的に「ノルディックウオーキング」を取り
入れてみようと考えています。私も先日、郡上市が
主催するウオーキング大会に関市の委員とノルディ
ックウオーキングにチャレンジしましたが、１２キ
ロを完歩し自分でも楽に歩けたことに驚きました。
この体験をもとに、関市の体育協会にも教室を開い
てもらうよう提案してみました。また、
「出前講座」
では、地域まちづくり委員会、ＰＴＡ、各施設、企
業等の要望に応じ、軽スポーツの指導、体力測定に
出向いています。昨年は篠田製作所様から体力測定
の出前講座の依頼がありました。会社の従業員の皆
様の健康づくりのためにこのような福利厚生事業も
取り入れられてはいかがでしょうか。会社だけでな
く、地域にも伺いますのでどうぞ、スポーツ推進委
員までお声をかけてください。お手元に体力測定の
種目があると思いますが、年齢によって種目も変わ
ってきます。ちなみに１０月の体育の日には、せき
しんふれ愛アリーナにて、今年も体力測定を行う予
定です。皆様もぜひお越しください。関市にある障
がい者施設に毎年スポーツ推進委員が訪れ、グラウ
ンドゴルフ、クロリティ、カローリング、ＲＤチャ
レンジ等、様々なスポーツを丁寧に指導します。参
加者のなかには毎年このイベントを楽しみにしてく
ださっている方もみえます。私たちも、参加者の笑
顔を励みに、伺うのを楽しみにしています。私たち
は、資質向上のため、全国スポーツ推進委員会研究
大会、岐阜県スポーツ推進委員研究大会、年２回の
美濃地区スポーツ推進委員研修会、年２回の関市ス
ポーツ推進委員研修会等、研修会にも参加しており
ます。昨年は鹿児島で全国大会がありました。ここ
数年は誰でもがいけるのではなく、推薦で行っても
らいます。これは他市では、あまり聞いたことがな
いのですが関市は報告書も書かなくてはなりませ
ん。昨年の県大会は、関市が「広げよう スポーツ
の輪」をテーマに実践発表しました。なるべく事務
局に頼らず、自分たちの手で資料を作り、何回もリ
ハーサルを繰り返しその結果、高い評価を受けまし
た。今日お持ちしました「ボッチャ」ですが、パラ

リンピックの競技種目にもなっています。ヨーロッ
パで生まれた重度の脳性まひ、四肢機能障害者のた
めのペタンクという競技の発展形で、的の白い球に
近づけ、ボールを投げるターゲット系スポーツで
す。8 月 17 日に障がい者スポーツ講座で行う予定で
す。資料にも少し載せてありますので、パラリンピ
ックではちょっと気にしてみてください。車いすバ
スケットの研修もしました。実際にチームで活躍し
てみえる、和良出身の選手に来ていただきました。
二対十でもとてもかないませんでした。実際はもっ
と激しく車いす同士がぶつかり合い、とても迫力あ
るスポーツです。なかなか貴重な体験でした。ここ
三年ほどはチラシ作りに力を入れ、チラシ作りの研
修にも参加して学んだことを生かし、カラフルで見
やすく、ポイントを押さえたチラシ作りをしていま
す。また今年度は新しい軽スポーツの研修、心肺蘇
生法の講習等も計画し、さらなるスキルアップがで
きるよう努めます。このように関市スポーツ推進委
員会は市のイベントを支えるとともに、ウオーキン
グ、チャレンジザスポーツゲーム、体育館一般開放
等のイベントを主幹として、各委員会が知恵をしぼ
り、身近にスポーツに触れ合える関市を目標に活動
しております。自治会や地域のまちづくり協議会な
どの組織との連携や児童施設や介護施設へのアピー
ル等、積極的に取り組んでいきたいと思います。お
忙しいとは思いますが、皆様もお時間があれば、私
たちとスポーツイベントに参加していただき、ご一
緒にさわやかな汗をながしてみませんか。
◆幹事報告
◎例会回数変更のお知らせ
・各務原 RC
◆ゴルフ会
・7 月優勝：藤井淳さん・取りきり優勝：藤井淳さん

次例会のご案内
7 月 6 日（土）17：30
「通常総会・懇親会」 於：だいえい
※7 月 2 日（火）の変更
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

例 会：毎週火曜日 12：30
例会場：岐阜県関市本町 6-20 大垣共立銀行関支店 2F
事務局：岐阜県関市平和通 7-10-25 アメリア 2F

