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第2726例会	 平成 28 年 8 月 3 日（水）

点　鐘 松波 登 会長

スマイル体操 相良 久征 親睦委員

司会と斉唱 野口 隆一 会場監督
小林 美和 ソングリーダー

「君が代」「奉仕の理想」

お客様紹介 山川 哲史 親睦委員長
谷川 操一 様（横浜中 RC）
村田 眞一 様（川崎南 RC）
米山記念奨学生　凌 飛 君
スピーカー・アシスタント
　新極真会入来道場　津守 太郎 様

出席報告 洪 征治 出席委員長

会員数 58 名 出席 38 名 欠席 20 名
（対象外 4 名） 出席率 70.37%
前々回訂正 欠席 14 名 MAKE UP 2 名

（対象外 4 名） 訂正出席率 85.19%

欠席者
朝山君 クルーズ君 花田君 波木井君 濱田君 
上山君 溝淵君 峯岸君 松尾君 松下君 
茂木君 三平君 柾木君 村山君 野口（哲）君 
重田君 佐久間君 関君 渡辺（伸）君 藁科君

奨学金の贈呈 凌 飛 君
松波会長より、凌 飛 君に米山記念奨学金の贈呈が行わ
れました。

お祝い 塩田 聡 親睦委員
お誕生日おめでとうございます！

 ●会員誕生日
小泉 昌彦 会員 小澤 秀昭 会員 上山 剛志 会員 
野口 隆一 会員 色摩 和恵 会員
 ●ご夫人・ご主人誕生日
三平 啓子 様 朝山 香 様
 ●入会記念日
岡本 徳彌 会員 大塚 正一 会員 相良 久征 会員

 ●年間出席率 100%
生垣 繁 会員 齊木 貴 会員

会長報告 松波 登 会長
1. 高良ガバナーより、公式訪問の礼状を頂戴しており

ます。

2. ロータリー米山記念奨学会より、奨学生証が届きま
したのでお渡しいたします。

3. 新城鈴虫愛好会より、第 35 回かわさき鈴虫祭りへ
の協力依頼の文書が届いております。

幹事報告 大塚 正一 幹事
1. 地区からの来信

 • 国際奉仕委員会より、アンケートへの協力依頼
※提出期限：8 月 10 日（水）

 • 米山記念奨学委員長会議開催のご案内
日時：8 月 25 日（木）　15：00 ～ 17：00 
場所：メモワールプラザソシア 21 
出席依頼：米山記念奨学委員長

 • ロータリー財団セミナー開催のご案内
日時：9 月 12 日（月）　15：00 ～ 17：30 
場所：メモワールプラザソシア 21 
出席依頼：会長・R 財団委員長

2. 他クラブ活動計画書の回覧：川崎鷺沼 RC
3. 次週 8 月 10 日（水）は休会

委員会報告
谷口 一成 社会奉仕委員長

 • 麻薬・覚せい剤乱用防止センターから国連支援募
金活動ご協力のお願い

 • 第 35 回かわさき鈴虫祭り開催
日時：8 月 28 日（日） 14：00
場所：まんが寺（常楽寺）

山川 哲史  親睦委員長
 • 親睦移動例会のお知らせ
日時：9 月 14 日（水）　点鐘 18：00
場所：エクシブ箱根離宮

横山 芳春 前々年度幹事
 • 第 1 回松波会長杯兼柳澤会長杯取り切り戦
※ポスティング済



会員卓話 入来 武久 会員
『空手のはなし』
空手の起源
空手は、琉球王国時代の沖縄
で発祥した拳足による打撃技
を特徴とする武道・格闘技で
す。空手の起源には諸説あり

ますが、一般的には沖縄固有の拳法「手（ティー）」が、
中国武術、示現流などの日本（薩摩）武術の影響を受け
ながら発達してきたと考えられています。明治初頭の沖
縄では、空手は唐手（トゥディー）と呼ばれていました。
1922 年（大正 11 年）5 月、文部省主催の第 1 回体育
展覧会において、沖縄の唐手家である船

ふな
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が、唐
手の型などのパネル展示を行い、それが講道館柔道創
始者、嘉納治五郎の目に留まりました。
翌年 6 月、講道館に招かれた船越義珍は、200 人以上
の柔道家や武術家の前で唐手術の演武を行いました。そ
の演武が好評を博し、大学を中心に関東で広まりました。
同じころ、関西で沖縄の唐手家、本

もと

部
ぶ

朝
ちょう

基
き

（当時 52 歳）が、
京都で行われた柔道 vs ボクシングの興行試合に飛び入
りで出場し、ロシア人ボクサーを一撃のもとに倒しまし
た。この様子を国民的雑誌「キング」が大きく取り上げ、
本部朝基と唐手の名が一躍全国に知れ渡り、大学等で
唐手研究会が相次いで創設され、普及していきました。
唐手から空手へ
1929 ～ 30 年（昭和 4 ～ 5 年）頃に、船越義珍が師範
を務めていた慶應義塾大学唐手研究会が、般若心経の

「空」の概念を取り入れ、唐手を空手と改称しました。
この改称の背景には、当時の国際情勢への配慮もあっ
たのではと考えられています。
戦後の空手
GHQ の指令によって出された武道禁止令により空手は
一時停滞しましたが、解禁されてからは全国的に一気
に広まりました。
1964 年（昭和 39 年）には全日本空手道連盟が結成され、
1969 年 9 月に全日本空手道連盟主催の第 1 回全日本空
手道選手権大会が開催されました。試合は相手の手前
で技を止める寸止めルールで行われました。
同年、寸止めルールに疑問を抱いた大山倍達（極真空
手の創始者）により、防具を一切着用せず素手・素足
による直接打撃性ルールによる第 1 回オープントーナ
メント全日本空手道選手権大会が開催され、空手界に
一大旋風を巻き起こしました。
この時から、寸止め空手（ノンコンタクト空手）と直
接打撃性空手（フルコンタクト空手）が、それぞれの
道を歩み始めることとなりました。
空手とオリンピック
日本武道の柔道は、1964 年の東京オリンピックから
正式種目となりました。同じく日本武道の空手道を、

2020 年の東京オリンピックから正式種目にというのが、
空手界の願いであります。
東京オリンピック大会組織委員会は、野球・ソフトボー
ル、スケートボード、スポーツクライミング、サーフィ
ン、空手道を追加種目として提案しています。最終的
には 2016 年 8 月 3 日、リオデジャネイロオリンピッ
ク前の総会で、投票によって正式に決定いたします。
寸止め空手と直接打撃性空手とに大きく二分されてい
る空手道ですが、オリンピック競技に空手（寸止め空
手）が正式採用されるとなれば、空手界にとって明る
いニュースになると思います。

ニコニコリポート 波木井 輝昭 副会場監督
谷川 操一 様（横浜中 RC）

本日メイクアップに参りました。川野 PG におかれまして
は体調に充分気を付けてください。本日はお願いごとがあ
りましてうかがいました。

松波 登 会長、大塚 正一 幹事
本日は今年度初めての会員卓話です。そのトップバッター・
入来会員による「会員の、会員による、会員のための」卓
話に期待しています。
米山記念奨学生・凌 飛さん、ようこそ。暑くなってきま
したが、学業がんばってください。

入来 武久 君
本日は卓話をさせていただきます。興味のある方もない方
も最後までお付き合いください。

戸川 俊雄 君、三浦 善四郎 君、渡邊 敏久 君、大部 哲也 君、
宮崎 秀樹 君、洪 征治 君、柳澤 信夫 君（ビール同好会）

本格的な夏になりました。自分の健康は自分で管理して元気
に例会に参加しましょう。
入来会員、会員卓話よろしくお願いいたします。

生垣 繁 君
入来さんの会員卓話おめでとうございます。がんばってく
ださい。

川野 正久 君、小澤 秀昭 君、小林 政男 君、貝田 洋 君、
米山 元章 君、帯谷 昌充 君、山川 哲史 君、塩田 聡 君、
小林 美和 君

入来会員、本日の卓話楽しみにしています。
武田 信平 君

先週 30 日、J リーグ第 2 ステージ第 6 節が行われ、フロ
ンターレは湘南ベルマーレとアウェイで戦いました。後半
15 分までに 3 点を奪う素晴らしい攻撃を展開。しかし後
半 18 分にミスから失点。その後は湘南の猛攻を受け、45
分にフリーキックから再び失点。残り 6 分間のロスタイム
をなんとか凌ぎきって 3 対 2 で勝利しました。その結果、
第 2 ステージ、年間順位ともに 1 位をキープしています。
次節 6 日は、等々力にて甲府と戦います。みなさんの応援
をよろしくお願いいたします。

世良 俊昭 君
入来さん、本日の卓話楽しみにしています。

谷口 一成 社会奉仕委員長
8 月 28 日、まんが寺にて鈴虫祭りが行われます。皆様の
参加をお待ちしております。また、国連支援募金のご協力
もあわせてお願い申し上げます。


