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２０１９年（平成３１年） ３月  ７日  (木 )雨  第２６４２回（ 当年度第２８回 ）例会 
 

 

点 鐘                 会長  片平 博己君

司 会                  ＳＡＡ  近藤 道麿君 

国歌斉唱                       「君が代」 

ロータリーソング斉唱           「奉仕の理想」

四つのテスト唱和                

    ― 言行はこれに照らしてから ― 

１.真実かどうか 

２.みんなに公平か 

３.好意と友情を深めるか 

４.みんなのためになるかどうか 

ゲスト及びビジター紹介 

誠信高等学校女子バレー部監督 中村与直様 

 
会長挨拶                    会長 片平 博己君 

 

昨年までは、ローターアクトクラブとの合同例会やロ

ーターアクトクラブについてのクラブフォーラムが行われ

ましたが、ご存知の通り、昨年度末に終結、本年度初め

に終結宣言を行いました。 

そのため、今後は、江南ロータリークラブとして、新た

な青少年奉仕活動を模索していかなければなりません。

今回のクラブフォーラムでは、委員長の大池さんが長期

の体調不良とのことでしたので、四役で企画対応させて

いただきました。 

 青少年の健全育成を考えたときに、親はもちろん、教

師、指導者の役割が大きいということは明らかです。本

日は、副会長の愛知江南学園理事長の加藤さんにお

願いして、本年度、春高バレー愛知県代表に導いた、誠

信高校教諭でバレー部監督の中村与直先生に卓話者

として来ていただきました。 

先生から詳しい話があると思いますが、春高バレーとい

うのは、「全日本バレーボール高等学校選手権大会」の

通称で、それに出場するというのは、高校野球でいうと

ころの「甲子園出場」を意味します。県内強豪校がひし

めく中、見事、誠信高校が愛知県代表として出場を果た

されました。その指導法は、私たちにとっても参考にな

るところが多いと思います。 

「男子三日 会わざれば 刮目して見よ」という言葉あり

ます。これは、男子だけではなく女子も含め、若い人は

一旦スイッチが入ると目覚ましく成長するこということを

表しています。そのスイッチの入れどころを知っている

のが指導者ではないでしょうか？ 

また、遠藤周作がエッセイで学生スポーツの素晴らしい

ところはこの 3点であると書いていました。 

1)夢を持つこと。 ２）屈辱に耐えること。 3）他人を応援

すること。 

純粋に夢、あこがれ、希望、目標を持ちそれに向かって

日々努力するという思考、行動を身に着けることが良い

ことは明らかです。でも、どんなに努力してもうまくいか

ないときもあります。その時にくじけず、腐らず立ち上が

ることは大人になっても必要なことです。そして、仲間だ

けではなくライバルでさえ素直に応援できる人は、客観
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的に自分自身も応援できる人です。これらのことを学生

たちは良き指導者のもとで活動することで身に着けてい

きます。 

「霧の中を行けば覚えず衣湿る。良き人と出会えばよき

人となるなり」道元禅師の言葉です。よき指導者に出会

い、よき集団に自分の身を置けば、自分も知らないうち

によき人となるということです。私たちも青少年奉仕活

動において彼らと接するときは指導者です。スポーツの

ような勝ち負け、メリハリがあるわけではありませんが、

今日の卓話を参考にして私たちもよき指導者になって

いく努力をしていきましょう。 

 

委嘱状伝達式 

地区諮問委員会 委員 

立法案審議委員会 委員 

地区戦略計画委員会 委員長 

地区大会企画委員会 委員長       伊藤 靖祐君 

 

 
 

立法案審議委員会 委員 

地区戦略計画委員会 委員 

地区大会企画委員会 委員        南村 朋幸君 

 

 

 

 

 
 

幹事報告   -別紙-      幹事  波多野 智章君 

 

祝   福   -別紙-            尾関 育良君 

 

出席報告                    冨永 典夫君 

会員数 出席者数 欠席者数   出席率 

４５名 ２８名  １７名 ７５．６８％ 

前々回 欠席者０名（２月２３日） 

補正出席率 １００％ 

ニコボックス                   冨永 典夫君 

○クラブフォーラム青少年奉仕委員会 加藤義晴君よ

ろしくお願いします。 

本日の卓話、学校法人愛知江南学園誠信高等校学

校教諭中村与直様「弱いチームが春高バレーに出場

するまでの道」大変楽しみにしています。 

片平 博己、加藤 義晴、波多野 智章、暮石 哲真各君  

○誠信高等校学校女子バレーボール部監督中村先生 

本日の卓話楽しみにしています。     尾関 憲市君 

○「弱小チームが春高バレーに出場するまでの道」楽し

みです。中村与直先生よろしくお願いします。 

倉知 正憲、松岡 一成、冨永 典夫、 杉浦 賢二、

沢田 昌久、岩田 静夫、中村 耕司、岩田 進市、 

近藤 道麿 各君 

 

卓 話 

クラブフォーラム 青少年奉仕委員会 

担当 加藤 義晴君 
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誠信高等学校女子バレー部監督 中村与直様 

「弱小チームが春高バレーに出場するまでの道」 

 
『誠信１年目の女子バレー部』 

公式戦一度も勝ったことがない超弱小チーム！！ 

部員８名(未経験者４名)１年目のメンバー(名前は仮名) 

３年生チーちゃん→身長 168㎝ 素人、運動神経壊滅 

的、キャプテン 

２年生  ゆうちゃん→身長 170 ㎝ 体重９０㎏ ぽっち

ゃり 中学経験者 自分に甘い、 

あやちゃん→身長 156㎝ 素人 脱臼癖あり、自信がな

い、内気、まじめ 

さっちゃん→身長 169㎝ 中学経験者 めんどうくさがり、

すぐ休む 

１年生  レンちゃん→身長 165 ㎝ 小中学校経験者、

中学校の成績が誠信ギリギリ 

フーちゃん→身長 159 ㎝ 中学校経験者、小さいことが

コンプレックス 

ゆかちゃん→身長 160 ㎝ 素人、中学時代ソフトボール

部エースでキャプテン 

ゆきちゃん→身長 150㎝ マネージャー、しっかり者 

 

●特徴 頑張れない。頑張り方を知らない。目標がない。 

遅刻欠席多発。→劣等感の塊 

●指導法 バレーボールの勝ち方、楽しさを教える。笑

顔でほめる。子供たちとコミュニケーションをたくさん

取る。 

→地区大会準優勝 

→目標ができる→地区大会優勝→練習をがんばるよう

になる。 

 

 
 

『誠信２年目～４年目の女子バレー部』 

特待生が所属する意識が高く全国大会を目指している     

県ベスト４のチーム！！ 

●特徴 バレーボールを目的に入学しているため部活

動への意識が高く、勝利への執着心が強い。 

中学時代に優秀な成績を残した選手は少ない。 

やる気は満々！！ 

●指導法 罵声を浴びせながら人格否定を繰り返す、

ムチだけを与える厳しさだけの指導。 

県大会ベスト４止まり！！！ 

原因は指導方法が悪かったせい！！  

一発指導(恐怖指導)・・・怒鳴る禁止型指導、監督が

怖いからやる。即効性はある、燃え尽きやすい。 

 

 
 

『誠信５年目の女子バレー部』 

●指導方法を学び直す～自分への４つの約束～ 

①萎縮させずに、寛容になること 

②コミュニケーションを一方通行にしないこと 強化学習 

③具体的な指示を出しすぎないこと 

④実現可能な目標設定をさせ、進歩を褒めること 

 

チームの雰囲気が良くなり、笑顔で、全力で練習するよ

うになる。 

 

個々の成長スピードが速くなり、チーム力も急成長！！ 

 

平成２９年度全国高等学校総合体育大会愛知県予選 

初優勝 

平成２９年度東海高等学校総合体育大会 東海大会 

初優勝 

 

平成２９年度 全日本高等学校選手権大会 

(春高バレー)県予選２位 

けが人が多く出てしまい、万全な状態で望めなかったこ

とが原因。 
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『誠信６年目の女子バレー部』 

レベル up した強化学習 

・練習メニューを選手に考えさせる 

・相手との対策、戦略を選手に考えさせる 

 

自信を持つことができる 

自主性が育つ 

ポジティブな考え方ができる 

行動力、創造力が育つ 

 

強化指導を受けた代の選手の進路先 

愛知教育大学、愛知学院大学、至学館大学 

中京大学、中部大学、岐阜経済大学 

 

大学でもバレーボールを続けてくれる選手が増え、教員

を希望する選手も増えた。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後も誠信高校バレーボール部をよろしくお願いします。 

 

 
 

本日の食事 

 
 

 

 

点鐘                    会長  片平 博己君 

 

（担当 猪子 明） 


