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第2775例会	 平成 29 年 9 月 6 日（水）

点　鐘 大塚 正一 会長
スマイル体操 相良 久征 親睦委員

司会と斉唱 山川 哲史 会場監督
谷口 一成 ソングリーダー

「君が代」
「奉仕の理想」

お客様紹介 谷口 一成 親睦委員長
米山奨学生　凌 飛 君

出席報告 生垣 繁 出席委員
会員数 58 名 出席 40 名 欠席 18 名

（対象外 5 名） 出席率 75.47%
前々回訂正 欠席 17 名 MAKE UP 7 名

（対象外 5 名） 訂正出席率 88.89%
欠席者

花田君 濱田君 小林（政）君 貝田君 上山君 
妻鹿君 三浦君 溝淵君 茂木君 三平君 
野口（隆）君 岡本君 大部君 重田君 関君  
色摩君 藁科君 横山君 

お祝い 谷口 一成 親睦委員長
お誕生日おめでとうございます！

 ●会員誕生日
星野 博 会員　三浦 善四郎 会員　藁科 義弘 会員　
入来 武久 会員　谷口 一成 会員　相良 久征 会員　
帯谷 昌充 会員
 ●ご夫人誕生日
妻鹿 祐美 様　
 ●結婚記念日
甲田 博康 会員　藁科 義弘 会員　川野 正久 会員　
重田 洋一 会員
 ●入会記念日
石坂 想 会員
●●年間出席率 100％
岡本 徳彌 会員　大塚 正一 会員

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

幹事報告 帯谷 昌充 幹事
1.● 地区からの来信

① 2018 ～ 19年度●ロータリー青少年交換学生募集のお知らせ
　応募資格：横浜市・川崎市に在住または在学の
　　　　　　日本国籍を持つ高校生（満15才～18才）
　　　　　　高校に進学意思のある中学 3年生も応募可
　派遣予定国：アメリカ（カナダを含む）、タイ、台湾、
　　　　　　ブラジル、エクアドル、フランス、　
　　　　　　ドイツ、スイス（予定）　計８名
　派遣期間：2018 年 8月～ 2019 年 7月
　説明会：2017 年 9月 16日（土）　午後
　　※志願者より申込みがあった場合は、募集要
　　　項に基づき対応いたします。

2.● 他クラブ例会臨時変更
●川崎とどろき RC
9 月 18日（月 ･祝）休会

●川崎中 RC
9 月 19日（火）休会

3.● 例会のご案内
　・9月 13日（水）休　会
　・9月 20日（水）親睦移動例会　湯本富士屋ホテル
　　　　　　　　　　※昼の例会は、ございません。
　・9月 27日（水）クイーン ･アリス日吉　点鐘 12：30

委員会報告   
相良 久征 米山奨学生カウンセラー 

9 月 3 日（ 日 ）、
米山奨学生･学友
夏季レクリエー
ション（秩父 ･
長瀞ぶどう狩り）
に米山奨学生●凌
飛さんと参加し
てきました。

谷口 一成 親睦委員長
骨髄バンクチャリティー●全日本空手道選手権のご案内
　日時：10月 15日（日）
　会場：東京体育館
　入場料：3,000 円　
　※8,000円のところ親睦委員会からの補助金で3,000円となります。



卓話   
特定非営利活動法人 日本アンプティサッカー協会
理事長　武田 信平 様

「アンプティサッカーに出会って」
私のアンプティサッカーとの出会い
は、2011 年に第 1回日本選手権大
会が企画されたときでした。当時、
フロンターレの社長をしていたとき
に、フロンターレが所有するフット
サル場フロンタウン鷺沼を提供した
のがきっかけでした。その後、2015
年 4月にフロンターレ会長退任を機

に、障がい者サッカーのお役に立てればと思い、アン
プティサッカー協会理事長を引き受けました。

2008 年アンプティサッカーのブラジル代表の選手が就
職のために来日した際、アンプティサッカーを日本に紹
介したのが始まりといわれています。その後、アンプ
ティサッカー協会をつくり、普及活動を開始し、2010
年にはアルゼンチン・ワールドカップにも参加するほ
どになりました。また、2013 年には普及・知名度向上・
選手強化のため「日本選手権大会」が川崎で行われま
した。

日本サッカー協会の下、「サッカーなら、どんな障がい
も超えられる」をスローガンに 2015 年 4 月に日本障
がい者サッカー連盟が設立されました。その連盟には
７つの協会が存在し、その中のひとつが現在の日本ア
ンプティサッカー協会になります。また、世界的には
世界アンプティサッカー連盟があり、42ヶ国が加盟し
ていて、日本もその加盟国のひとつです。

実際、協会に携わっていると、選手と話す機会もありま
す。彼らは脚や腕を失ったとき、失望と不安に塞ぎ込み、
大変落ち込んだといいます。そんな落ち込んでいると
き、アンプティサッカーに出会い、「ボールを蹴る楽し
さ、フィールドを駆け回る爽快感を知り、技術が向上
していく達成感が気持ちを前向きにし、人生を明るく
してくれた」と話しています。もちろん、最初は蹴る
ことすら覚束なかったけれど、練習を重ねることによっ
て、楽しさが増し、上達していったそうです。私はこ
こがこのスポーツの素晴らしさだと思います。

アンプティサッカーの現状と課題としては、これだけ素
晴らしいスポーツであるのに、北海道から九州まで僅
か 9チームしか存在せず、選手も全国で 90名しかおり
ません。この現状に対し、日本アンプティサッカー協
会は、普及と知名度の向上を目標としております。切
断のショックや失望、不安をアンプティサッカーによっ
て和らげ、希望を持ってもらいたい、多くの人に世界
レベルで楽しめるこの魅力的なスポーツを知ってもら
いたい、また、切断障がいを持つ方には実際に参加し
てプレーを楽しんでもらいたい、と私たち関係者は思っ

ております。これからアンプティサッカーを益々盛ん
にして、近い未来、パラリンピックの種目に選ばれる
ことが私たちの夢です。

皆様、これからも、応援よろしくお願いいたします。

ニコニコリポート 松下 幸夫 副会場監督
大塚 正一 会長、入来 武久 副会長、帯谷 昌充 幹事

武田さん、本日の卓話たのしみにしております。
よろしくお願いいたします。

戸川 俊雄 君
先週の会員増強のクラブフォーラムにご協力いただ
きありがとうございました。

松波 登 君、クルーズ 由美子 君
凌飛さん、ようこそ！武田さん、本日のアンプティ
サッカーの卓話楽しみにしておりました。よろしく
お願いいたします。

武田 信平 君
先週 8 月 30 日、ルヴァンカップ準々決勝、フロンター
レ対 FC 東京との第 1 回戦がホーム等々力で行われま
した。レギュラーを 8 人入れ替えての戦いでしたが
2 対 0 で勝利。続く 9 月 3 日行われた第 2 回戦も 5
対 1 で快勝。この結果、10 月 4 日と 8 日に行われる
準決勝に進みます。相手はベガルタ仙台です。尚、8
月 23 日に行われた ACL 準々決勝、浦和レッズとの
第 1 回戦は 3 対 1 で勝利しました。第 2 回戦は 9 月
13 日に行われます。
今日は、私が昨年から携わっているアンプティサッ
カーについて卓話をさせていただくことになりまし
た。どうそよろしくお願いいたします。
サッカー日本代表は、8 月 31 日にオーストラリアと
戦い 2 対 0 で勝利し、来年のロシアワールドカップ
参加を決めました。今日早暁にサウジアラビアと戦
い、0 対 1 で敗れたのは残念ですが、6 大会連続 6
度目の出場は大変うれしいことです。本大会での活
躍を期待したいと思います。

星野 博 君、戸川 俊雄 君、生垣 繁 君、世良 俊昭 君、
若林 潤 君、渡邊 敏久 君、金子 房一 君、宮崎 秀樹 君、
野口 哲志 君、北村 善市 君、洪 征治 君、柳澤 信夫 君

多くのニコニコが集まりました。なぜでしょう。
それは武田名誉会員の卓話でした。楽しみにして
います。

親睦委員会：谷口 一成 君、峯岸 雅宏 君、朝山 浩 君、
相良 久征 君、柾木 永一郎 君、小林 美和 君、石坂 想 君、
平野 和枝 君

武田会員、本日の卓話よろしくお願いいたします。
凌飛さん、ようこそいらっしゃいませ。


