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高山西ロータリークラブ 

例会報告  
第２６３０地区 岐阜県 濃飛分区  創立１９６６年１月１５日 
 

●例会日 毎週金曜日 １２：３０～１３：３０ ●会 長 鍋島 勝雄 

●例会場 高山市花里町 3-33-3 TEL 34-3988 ●幹 事 中村 良平 

     大垣共立銀行 高山支店 ４Ｆ ●会報委員長  米澤 久二 

                              

     地 域 を 育 み 大 陸 を つ な ぐ  

「２０１１年夜明け富士」  蜘手 康介 

お祝い・会計中間報告・会員スピーチ 

＜会長の時間＞ 

  先週の新年家族懇親会に多数の出席を頂

きまして有り難うございました、親睦委員長

をはじめ委員の皆様のお陰で楽しい一時を過

ごすと同時に会員間の親睦を深めることが出

来ました。 

本年も新春花火大会を無事終了できました。

昨年の花火はカウント・ダウンを目的に午前0時に打ち揚げましたが、

今年は正月午後８時に打ち揚げました。打ち揚げ目的は西暦 2000 年

の時何か記念になる事は無いかと考え手筒組に話をして実現しまし

て今回で１１回になります。一昨年、午前０時と発表した時点でウレ

ームが１２件有りました。内容は除夜の鐘を厳粛の中で行っているの

に雰囲気を壊すが３件・早朝の仕事が有るので困るが２件・綺麗な花

火を子供に見せられないが５件・その他２件でした。 

クレームも去る事ながら、時間による天候も考慮しました。ここ数

年午前０時は曇りがちで午後８時前後は晴れが多くありました。折角

打ち揚げるのに残念な事に成らない様に計画を変更して実施させて

行いました。残念ながら天候は晴れでしたが風が無く煙が漂い、近辺

はダメでしたが遠い方が綺麗に見える状態でした。非常に好評を受け

ると同時にクレームも１件も無く無事終了出来、来年もヨロシクと励

ましの言葉を多くいただきました。 

また、子供の喜ぶ姿を見るにつけて来年はもっと良い企画を考える

と同時に、昨日午後８時頃に“タイガー・マスク”が高山に出現した

ようです。まだまだこの世の中、正義の味方が居ることに微笑ましく

将来に希望を感じました。 

 
＜幹事報告＞ 

◎日本ロータリー親睦ゴルフ全国大会 

実行委員長より 
・日本ロータリー親睦ゴルフ全国大会 

第２２回沖縄大会のご案内 

大会日時  ３月１４日(月)午前８時スタート 

大会会場  琉球ゴルフ倶楽部 

          〒901-0608 沖縄県南城市玉城親慶原1 

          TEL:（098）948-2460   FAX :（098）949-7573 

参加資格  全国のロータリアン及び配偶者ならびにゲスト 

競技方法  18 ﾎｰﾙｽﾞｽﾄﾛｰｸﾌﾟﾚｲ(新ペリア方式、最多打ち切り 

数はパーに3を付加）で下記3部門に分けて行 

います。 

          ●レディースの部 

          ●シニアの部（65才以上） 大会当日年令 

          ●一般の部（65才未満）    〃 

登 録 費  15,000円（賞品代、懇親会費、通信費ほか） 

          ＊但し、ご夫婦ペアでご参加される場合は、お 

二人で27,000円となります。尚、ゴルフを 

されないご夫人の場合は10,000円です。 

    プレー費    14,800円 ※カード使用可（各自ご精算下さい） 

参加申込    ２月１１日(金)まで 

 
◎中日新聞社文化事業部より 
・｢第42回日展東海展｣宣伝協力のお願いおよび前売りチケットの 

ご案内 
日    時  1月19日(水)～2月13日(日)  10：00～18：00   

  場   所  愛知県美術館ギャラリー  
名古屋市東区東桜 愛知芸術文化センター8F 

入 場 料  一般1,000円(800円)、高大生700円(500円)、 
小中生400円(200円) 

        (  )内は前売り・団体、20名以上の団体料金 
割引入場券     前売り料金の10%割引にてあっせんします。 

＊20枚以上の申込の場合 
あっせん期間   １月22日(金)までに事務局まで  

＊申込から約1週間でチケット到着 
 
◎玉蘭荘および関係各位より 

 ・新年の挨拶状、年賀状 拝受 
 
＜例会変更＞ 

高山中央 …  2月 7日(月)は、節分例会ため 
18：40～ 山陣 に変更 

 
＜受贈誌＞ 

Rotary International(ロータリーリーダー１月号) 、台北東海ＲＣ 
(会報) 、不破ＲＣ(会報)、不破の関ＲＣ(会報)、社団法人高山市文 
化協会(広報高山の文化、高山メセナメイト会報)、(財)比国育英会 
バギオ基金(バギオだより) 
 

＜出席報告＞ 
区分 出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

前々 回 40名 4名 44名 44名 100.00% 

本日 37名 － 37名 44名 84.09% 
 

TEL:（098）948-2460�
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＜本日のプログラム＞ お祝い 

◎会員誕生日 

 

 

    

 

蜘手 康介    １．３１ 

 

 

(当日欠席)岩田 勇 １.２７ 

      

  ◎夫人誕生日（当日、ご自宅へ花束をお届け） 

     田中  武   文子 さん     １． ６ 

          鍋島 勝雄   正子 さん     １． ２ 

          垂井 政機   道子 さん     １．１８ 

米澤 久二   智子 さん     １．２５ 

     門前庄次郎   真理子さん     １．２９ 

     堺  和信   淳子 さん     １．１６ 

     垣内 秀文   優子 さん     １．１８ 

 

◎結婚記念日 

    

 

◎出席表彰 

     

 

◎在籍周年記念表彰 

 

野戸 守   ３０年 

 

 

(当日欠席) 

山下 明   ２５年 

 

 

◎３ヶ月表彰 

・内田 幸洋 ・小田 博司  ・河渡 正暁  ・斎藤  章 

・阪下 六代 ・垂井 政機   ・寺田 昌平  ・中林 和夫  

・鍋島勝雄  ・門前 庄次郎 

 

会計中間報告 
昼食代の単価改定に対し事務所光熱費

の改定などもあり、全体としては予定

通りに推移しております。下期につい

てもご協力をよろしくお願いします。 

会員スピーチ 

寺田  昌平 

 今年の干支は卯=兎。

兎は前足より後ろ足が

長いため登りは得意で

後ずさりは苦手として

います。私が小学生の

頃、冬山に仕掛けたわ

なに掛かった兎の耳を

農協へ持って行くと、

植林の芽の食害における駆除の一端としてお金が貰えました。 

 陣屋の兎釘隠しは火事の守り神、また耳が大きいので情報

を得て良い政治を行うという意思の表れ、また多産の兎にあ

やかり安産祈願の象徴でもあるそうです。どうか飛躍の一年

であるよう願っています。 

 さて、毎年の事ですが 1 月 1 日のサッカー天皇杯決勝、全

国ラグビー選手権、全日本バスケット、アメリカンフットポ

ール、大学駅伝、春の高校バレー等、多くのスポーツが行わ

れました。現在サッカーのアジアカップが開催されており、

本日午前 1 時 30 分よりシリア戦が TV 放送され、2 対 1 で勝

新田 敬義  １．１９      井辺 一章  １． ３ 

古橋 直彦  １． ９  米澤 久二  １．１０ 

阪下 六代  ２２年   内田 幸洋  １０年 

  伊藤 松寿 １．１１     小田 博司  １．１３ 

  門前 庄次郎 ４年           小田 博司 ４年 
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利するのを観戦しました。9日に行われたヨルダン戦は 1対 1

の引き分け。第 3戦は 17日(月)午後 10時 15分より NHK第 1

にてサウジアラビア戦を放映しますので応援して下さい。そ

こで今日はサッカーの起源・名称・確立・伝播・ルール等に

ついてお話させて頂きます。 

[起源] 

・南米ではアマゾンの熱帯雨林からゴムが採れた為、早くか 

らボールを蹴る競技が行われていた。パタゴニアやアンデ 

スのインディオ文明からは、紀元前 1500年チリのピリマタ 

ム、パタゴニアのチョエカ、紀元前 800年メキシコのマヤ 

文明のポク・タ・ポクといった様々なボールや、ボールを 

蹴る競技の証拠が見つかっている。 

・古代エジプト、古代ギリシャ、古代ローマで、足でボール 

を蹴る人物のレリーフが発見されている 

・中国では戦国時代に足で鞠を蹴りあう蹴鞠(しゅうきく)と 

いう遊戯が存在し、これが日本に伝わり独自の発達を遂げ 

平安京の｢蹴鞠(けまり)｣となったが、文献や出土遺物でな 

く、現代まで人により伝承されているものとしては、この 

蹴鞠が最古のサッカーである。 

・15世紀イタリアでも、イングランドのフットボールに良 

く似た｢カルチョ｣(Calcio) という遊びが存在した。この遊 

びは、農村地帯の広い空間でなく、都市の限られた空間で 

ある広場で行われていたため自ずとフィールドが限定され、 

参加人数も限られたものとなり、簡単な役割や作戦も決め 

られ、現在のフットボールにかなり近い存在であった。 

[確立] 

フットボールやカルチョのような遊びは近世末までヨーロ

ッパ各地で行われていたが、18 世紀中頃から 19 世紀にかけ

て廃れていった。原因としては 

①第二次エンクロージャー(囲い込み) 農民は解放制の農

地で共同体的耕作を行っていたが、放牧業が繁栄し養羊の

ため垣根を作り、フットボールをする空間が無くなった事 

②産業革命によって工業化が進み農民が労働者となり、労 

働時間の拡大と余暇時間の減少が進んだ事 

農村の代わりにフットボールをレクリエーションとして

受け入れ、近代的なスポーツとして成立させたのがイング

ランドにおけるパブリックスクール(中高一貫教育・上流階

級のいわゆるエリート校)で、当時は各校独自のルールがあ

った。 (貴族階級の子弟が多い)イートン・ハローウィン両

校を中心とする｢手を使うことを禁止するルール｣と、(中流

階級の子弟が多く新興の)ラグビー校を中心とする｢手を使

うことを許可するルール」の二大勢力が決別し、サッカー

と、ラグビー2つの競技が誕生。 

1863年、フットボール・アソシエーション（Football 

Association 略称 FA）設立。その年 12月までに 12クラブが

6回のミーティングを実施し｢手を使うことを禁止する｣統一

ルールを決め、こうしたフットボールを協会式フットボール 

Association Football と呼ぶようになり、近代サッカーが本

格的に誕生。1871年、FAに対抗して、ラグビー協会（RFU：

ラグビーフットボール・ユニオン）が設立され、サッカーの

ロ型ゴールに対しラグビーは H型ゴールと定めた。 

[名称] 

・世界的に英語の football が外来語となり広く用いられて 

いる。 

・次に英語の football を foot(足）と ball(ボール、球)に分解 

して、各国の言語での訳語をそれぞれ当てはめる呼称が多 

い。 

イタリア語の calcioは｢蹴る｣という意味の言葉が変化 

したもの。 

日本「蹴球(しゅうきゅう)」、中国「足球(ズーチィウ)」、 

朝鮮「蹴球（축구、チュックー、ツックー）＊日本統治 

の結果。漢字表記が用いられずハングル表記とな 

っても呼び方はこのままで変わっていない」。 

・サッカー(soccer) という名称は、19 世紀後半にイングラ

ンドで流行った、語尾に｢-er｣」をつけるという通称のつけ

方に由来し、｢(協会式)｣(Association Football) の socに 

｢-er｣」をつけた物である。同時期にラグビーがイングラン

ドでラガー (rugger) と呼ばれたこととも共通する。 

＊サッカー以外のフットボールの方が普及し認知されている 

国では、区別のために｢サッカー｣が用いられる傾向が強い。 

アメリカでは｢フットボール｣といえばアメリカンフットボ

ールを指し、日本でも同様であるため、｢サッカー｣を用い

て区別している 

＊｢日本サッカー協会｣は、日本語表記は便宜上｢日本サッカー 

協会｣であるが、英語表記では「Japan Football Association 

」としている 

[伝播] 

19世紀後半のイギリスは世界中に進出する大英帝国であった

ので、サッカーの伝播に都合がよかった。 

1880年代に入ると、生活保障を受けるプロフェッショナルプ

レーヤーが誕生。プロ主体クラブが上位を占めるようになっ

た。1888年、イングランド内強豪クラブを集めて最初のフッ

トボールリーグが実施され、多くの国、地域が自国のリーグ

戦のモデルとしている。 

20世紀初頭までにイングランドでは完全にプロフェッショナ

ルが主体となり、他の国、地域でもこれに追随した。当時ア

マチュアとプロフェッショナルの間で多少の軋轢があったが

1920年代までにプロフェッショナルへの移行がされた。 

初期のプロフェッショナルのサラリーは当初ごく僅かなもの

であり、これはパブ(居酒屋)仲間内で出し合ったお金であっ

た。次第に高額な移籍金で選手を集めるクラブが出現し始め

ると、クラブの運営はより大きな資本を持つ者の手にゆだね

られるようになった。最初は企業家、商人、医師といった地

元の名士が名乗りを上げたが、1920年代以降になると次第に

もっと大きな資本がクラブの運営に手を出すようになってき

た。フィアットの資本的バックアップを受けたユヴェントス

や、などはその一例である。 

歴史的背景もあるが、必要な道具はボール 1 個、ルールも単

純で 11人でチームを作れば(7人以上で試合成立)、工夫して

どんな場所でも手軽に出来るため広まったと考えられる。 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E4%BB%A3%E3%82%A8%E3%82%B8%E3%83%97%E3%83%88�
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E4%BB%A3%E3%82%AE%E3%83%AA%E3%82%B7%E3%83%A3�
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E4%BB%A3%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%9E�
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%9B%BD�
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%A6%E5%9B%BD%E6%99%82%E4%BB%A3_(%E4%B8%AD%E5%9B%BD)�
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B9%B4%E9%9E%A0�
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89�
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89�
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD�
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＜ニコニコボックス＞ 

●鍋島 勝雄さん 

新年家族例会を無事終了させて頂きありがとうございまし 

た。また、家内の誕生日 1月 2日には花屋さんが休日の為 12 

月 31日に貰いまして、元旦の飾りにさせて頂きました。 

●中村 良平さん 

新年家族例会、皆様ご苦労さまでした。鴻野親睦委員長はじ

め、親睦委員の皆様ありがとうございました。また還暦のお

祝いの花束ありがとうございました。今年は還暦同窓会やら

還暦ゴルフ旅行等予定がたくさんあるので、すべて出席を目

標にしたいと思っています。 

●中林 和夫さん 

新年家族例会にて古希の祝い頂きありがとうございました。 

次の喜寿まで健康に気をつけて頑張ります。 

●阪下 六代さん 

新年家族例会の利き酒コンテストで優勝し、妻ともども豪華 

賞品を頂いたので、出さない訳にはいきまっしぇ～ん。 

●脇本 敏雄さん 

先般の新年例会において、家内がジャンケンゲームで優勝し 

豪華な賞品をいただきありがとうございました。本人はなぜ 

自分が勝てたのか理解が出来ていないようです。無欲の勝利 

と言ったところでしょうかね。いずれにしても新年早々おめ 

でたい事でしたので!!  

●野戸 守さん､新田 敬義さん､岡田 賛三さん､斎藤 章さん､ 

田中 武さん､米澤 久二さん､小田 博司さん､田中 正躬さん 

新年家族例会ありがとうございました。親睦委員会の皆様ご

苦労さまでした。 

●内田 幸洋さん 

新年宴会では、乾杯の音頭をとらせていただきありがとうご

ざいました。また本日は 10年皆出席の表彰ありがとうござい

ます。 

●古橋 直彦さん 

本日はお祝い席(指定席)です。誕生祝いを頂けるとの事で前

もってニコニコへ。 

●井辺 一章さん 

年も明け、先日の新年宴会大変ご苦労様でした。何とか景気 

の良い年になる事を祈念し、伏見稲荷まで行って参りました。 

良い年で有ります様に。 

 

 

 

 

 

●寺田 昌平さん 

1.昨年 12月 18日、石上一族 5人が我が家より引越して行き、 

祖母・妻の 3人になり、非常に静かな正月、ちょっと変な 

生活をしています…あ～淋しいな!! 

2.本日卓話することとなり、あまり興味のない時間となりま 

 すがおつきあいをお願いして、少しですがニコニコへ。 

●挟土 貞吉さん 

脇本さん、会計ご苦労様でした。ありがとうございました。 

●伊藤 松寿さん 

またまたネームプレートを忘れてきました。決して｢私のロー

タリー･コレクション｣の一品に加えている訳ではありませ

ん。念の為申し添えます(田中 S.A.A委員長より、ちゃんと返

すようにとの教育的指導を受けました)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

先月のニコニコ大賞 

伊藤 松寿さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受賞作 １２／２４分 

    またまたネームプレートを忘れてきました。誠に申 

    し訳ありません。年が改まりましたらお返しします。 

いずれにせよ鍋島会長・中村幹事、本年度の前期が 

終り折り返し地点となりました。おめでとうござい 

ます。後期もガンバッテ下さい。 

＊本日も忘れてみえる事を予測しての受賞です。高 

くついたネームプレートの忘れ物、ありがとうござ 

いました。来週はちゃんと返して下さい。 
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