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地区スローガン

『常に心して、
　　歩いた後に
　　　平和の花を
　　 咲かせましょう』

Always Remember in Your Heart

To Nourish the Flowers of Peace 

on Your Passing

ビチヤイ・ラタクル
2002－03年度国際ロータリー会長

丸岡ロータリークラブ会報
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本日の例会

第　　　回　例会

次の例会案内

第　　　回　例会
年　　月　　日（　）年　　月　　日（　）

－先週の例会（　　　　）報告－　　　　年  　月  　日（　）　開会点鐘

ロータリーソング

会長報告

　本クラブの各会員はクラブ例会に出席しなければならない。会
員は、本クラブの例会に出席したものとみなされるには、例会に
充当された時間の少なくとも60パーセントに出席するか、または、
次のような方法で欠席をメークアップしなければならない。
　本クラブの例会に定例の時の前14日または後14日以内に、他の
ロータリー・クラブまたは仮クラブの例会に充当された時間の少
なくとも60パーセントに出席すること。

㈰　ロータリー年度の各半期間において、メークアップを含むクラブ例会
　出席率が少なくとも60パーセントに達していなければならない。
㈪　ロータリー年度の各半期間に開かれた所属クラブの例会総数のうち少
　なくともその30パーセントに出席しなければならない。
㈫　連続 4 回例会に出席せず、またメークアップもしていない場合、自動
　的に終結するものとする。

例会日
　/　

会員数
当　　日
出席者数 出席率Make up

出席報告

■  出席  ■

■  終結　　欠席  ■

例会変更受付のみクラブ名

水 平成  15 5 14 水

1242
平成  15  5
1241

第1240回 平成 15 4 23 水 12：30

「奉仕の理想」

  4   2

1237回
　例会

42 35 2 90.24％

委員会報告

社会奉仕委員会
 6 月 8 日の車椅子マラソンのボランティ
ア募集の締め切りが本日となっています
ので、協力して戴ける方は例会終了後事
務局までご連絡下さい。又書き損じのは
がき、古切手、グリーンマーク、オレン
ジカード、ハイウェイカードなど 6 月18
日の例会まで受け付けていますのでよろ
しくお願いいたします。

1240号

 7

皆さん今日は。まずお客様のご紹介をい
たします。本日卓話をお願いいたしまし
た皆さんサッカーでよくご存じの丸岡高
校教頭小阪清吉先生です。ようやく春の
統一選挙も終わり、今度の 8 月の町会議
員の選挙まで静かになるかと思います。
関係者の皆様大変お疲れさまでした。
本日の人生訓は、
落花随流水（落花は流水に従う）
空中をヒラヒラと舞っていた花びらは水
の流れに落ちるとそれにしたがってスル
スルと流れていく。

5/  7・14（水）鯖江北…早朝例会及び移動例会のため
5/  9（金）福井西…職場訪問例会のため
5/15（木）武生府中…健康増進例会のため

ニコニコ箱

ロータリー財団特別寄付

米山奨学会特別寄付

　小見山会長、東君、本田君、金君、中島君、下田君
　竹澤君、吉川君

　

ロータリー財団ベネファクター積金

　小見山会長、林田数一君、本田君、金君、下田君、釣部君

　小見山会長、石橋幹事、本田君、金君、増澤君、水上君
　中山君、吉川君、藤本君、東君、川端君、奥村君、下田君
　釣部君、橋本君
　岩田君、野尻君

本日8件　　　　計16,000円
本年度累計　 　 487,000円

本日6件  　       計13,000円
本年度累計　　  358,000円

本日0件　    　  計         0円
本年度累計　 　　 80,000円

本日の合計　　　　   31,000円
前回迄の合計　　1,572,000円
本日迄の累計　　1,603,000円
前年度との比較   1,704,000円

25周年記念実行委員会
南委員長

25周年記念事業について「 」

幹事報告［来信］

ガバナーエレクト事務所より…

　　＊地区拡大委員の卓話時間の要請
　　＊会長エレクト研修セミナー報告書

京都モーニングＲＣより…

　　＊記念式典参加お礼状

会員卓話　前田会員

敦賀西ＲＣ認証状　　
　　伝達式に参加して

「

」

卓 話「０からの出発」

日ごろ我が高校そしてサッカー部に対し大変お世話
に預かりありがとうございます。本日戴きました演
題は「サッカー部監督30年を終えて」でしたが、「０
からの出発」と言うことで私がサッカーを通して経
験したこと、感じたことを個人的な意見としてお話
をさせて戴きます。私は昭和48年に丸岡高校に赴任

をいたしました。当時丸岡高校は皆さんご存じのよ
うに、今の丸岡町図書館とその横の駐車場に校舎が
あり、前の道を挟んでグランドがあり、私が就任の
挨拶に言ったときこのグランドで一人の生徒がボー
ルを蹴っていました。挨拶もそこそこに早速グラン
ドに行き、その生徒に「今日は練習はないのか、部
員は何人いるんか」と話をしたのが最初のサッカー
部員との手合いでした。私はその部員に「 4 月 1 日
からくるから部員を集めて置くよう」にと指示し、
先ほどご紹介にありました藤島高校で最後の合宿を
していましたので帰りました。そして 4 月 1 日に行
きましたところ部員は 2 人でもう一人の先生と 2 対
 2 で春休みの間練習しました。新学期が始まれば部

丸岡高等学校教頭　小阪清吉先生
昭和20年生まれ
昭和43年坂井農業高校を皮切りに
藤島高校をへて、昭和48年丸岡高
校に就任。サッカーの監督として
全国大会17回、また連続11回出場
そのうち平成9年はベスト4に進出
の快挙を遂げた名監督。

員も増えると思っていましたが結局 3 人しか来ず、
考えが甘かったなあと感じました。 1 年目はいろい
ろ出入りがありましたが、最後に残ったのは最初に
いた 2 年生が 2 人と 1 年生が 1 人でした。これでは
いつまでたっても勝てないと思い 1 年目が終わった
ところで、当時スポーツ少年団が有りその中のサッ
カーの指導者にサッカーのスポーツ少年団をつくっ
て戴きました。たしか昭和49年だったと記憶してお
ります。そして 2 年目になり 6 人入ってきました。
しかしこれではチームになりませんので他の運動部
から選手を借り試合に出ました。 2 年目の最後の大
会で 1 勝することが出来ました。よくベスト 4 とこ
の時とどちらが嬉しかったかと聞かれますが、やは
りこの一勝が忘れられません。そして 3 年目にして
ようやく部員が揃い、この時部員に三つの約束をさ
せました。
㈰無断で欠席をしない。
　部員が少ないため一人でも欠席が有ると練習メニ
　ューが崩れますので、必ず本人が言ってくるよう
　にしました。これが社会人になっても会社等に迷
　惑を掛けないことに通じ一人前の人間となる条件
　と思います。
㈪挨拶をきちんとすること。
　大きな声で挨拶することは人間関係を良くします。
　これが躾のうえでも一番大切と思いますし、社会
　に出ても最も基本となるものです。もちろん親と
　朝夕の挨拶が出来る家庭はしっかりした家庭です。

㈫ボールの管理、グランドの整備をきちんとする。
　今でこそ人造皮革の安い物が有りますが、当時は
　天然皮革で高価なものでしたので、うまく管理を
　しないとすぐ伸びたりしてだめになってしまいま
　すから、サッカーをする者にとってボールは大切
　なものでした。又自分たちが練習をしたり、試合
　をしたりする場は自分たちが丹精を込めて慈しむ
　のは当然のことです。その気持ちが人に対しての
　思いやりが出来るものと思います。当然サッカー
　の上達に繋がります。
生徒に約束をさせたからには自分も守ることを決め
ました。
㈰選手より早くグランドに出る
㈪椅子に座らない、傘をささない
㈫毎日 1 回はグランドに出る
以上私なりに生徒の気持ちを思い生徒と同じ立場に
立ち決意しました。

紙面の都合でお話しの主な所をまとめたつもりです。
不足のところはお許し下さい。


