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≪１０月０６日（木）例会 KKR ホテル 5階「瑞宝」≫ 

◎卓  話 「クラブ活性化による会員増強と 

退会防止」 

クラブ奉仕・拡大増強委員長 加茂次也様 

♪本日の歌  「君が代」「四つのテスト」 

 

≪１０月１３日（木）例会 KKR ホテル 5階「瑞宝」≫ 

◎卓  話 「ポリオについて」 

幹事 井上善博君 

 

 

 

≪９月１５日（木）例会≫ 

 会員数２０名（内出席免除者数８名） 

 本日の出席者数７名（内出席免除者数２名） 

本日の出席率 ５０％ 

ビジター1 名 香西徳治様（高槻 RC） 

≪９月２９日（木）東輪会合同例会≫ 

 会員数２０名（内出席免除者数８名） 

 本日の出席者数７名（内出席免除者数 3 名） 

本日の出席率 ４６．７％ 

 

 

 

 

幹事 井上善博君 

◎本日は 8月に「会員増強・新クラブ結成推進月

間」に因んで卓話をして頂く予定でした地区クラ

ブ奉仕・拡大増強委員長の加茂次也様に改めてお

越し頂いております。宜しくお願い致します 

◎本日例会後、定例理事会を行います。 

◎9/17(土)、国際・社会奉仕合同委員長会議には、

ZOOMで木戸社会奉仕担当が出席されました。 

◎9/18(日)米山レクリエーションに、羅 婕今さん

と田村会長が参加されました。 

◎10/8(土)、公共イメージ向上セミナーには田村会

長が出席されます。ご苦労様です。 

◎青森県豪雨災害募金箱にご協力頂き有難うござい

ました。2万円を地区へ送金致しました。 

◎東輪会ゴルフコンペが下記の日程で行われます。

ご参加宜しくお願いします。 

 ・2022年 11月 22日㈫  奈良柳生 CC 

 ・2023年 3月 14日㈫   奈良国際 GC 

  

 

                             

会長 田村嘉宏君 

〇 円安について 

ここにきてアメリカの物価は上がりすぎが心配

されるようになり、アメリカの中央銀行である連

邦準備制度理事会（FRB）は 3 月、金利を上げて物

価を抑える政策にかじを切った。 

 一方、日本の物価はまだ心配するほど上がって

いないとして、日本銀行は超低金利政策を変えて 

 

幹 事 報 告 

会 長 の時 間 （9/15) 

 



 

 

いない。これにより、アメリカと日本の金利差が

広がった。 

 水は高いところから低いところへ流れるが、お

金は金利の低いところから高いところへ流れる。 
 

金利の高いところでお金を運用したほうがもうか

るためだ。つまり、今はドルを持ったほうが金利

収入をたくさん得られるので、円を売ってドルを

買う動きが強くなっている。 

 円安になると、輸出をしている企業がもうかる

といういい面があるが、輸入品の値段が上がると

いう悪い面もある。単純に言えば、1 ドルだった

商品の輸入価格が 115 円から 129 円に上がるのだ

から、小売価格にも影響するのは当然のこと。ま

た、9 月 23 日現在 144 円台で推移している。 
 

日銀は大規模な金融緩和策の一環として、長期金

利=「10年もの国債の利回り」をゼロ％程度にする

としていて、具体的にはその変動幅を「±0.25％程

度」にするとしている。国債を取り引きする債券市

場で、4月 19日に日本国債が売られて値下がりし、

長期金利が 0.25％まで上昇した。 

円安はこれまで日本経済にとって良いとされてお

り、円安が進めば、輸出企業が外貨で得た代金を円

に交換する際により多くの円を入手でき、その分だ

け製品を値下げして輸出を伸ばすことができた。し

かし、今回は自動車メーカーなどの企業が生産拠点

を海外に移しており、円安による輸出へのメリット

は小さくなっている。それに加え、円安が資源価格

の高騰に拍車をかけている。エネルギーや食料の自

給率が低い日本は原油や小麦などの大半を輸入に頼

らざるを得ない。日銀がまとめた 22年５月の輸入

物価指数は、ドルなどの契約通貨でみると前年同月

比 27.6%の上昇だったのに対し、円ベースだと

44.6%上がっており、円安による負担の上乗せ分が

大きいことがわかる。国内製品も生産や流通の過程

でガソリンや電気を使うため、値上げせざるを得な

い状況に追い込まれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員交流委員会 

◎奥様のお誕生日   10月 7日   濱田恵摩様 

 

 

  

例会担当委員会 

（9/15） 

◎地区大会のＰＲ、大阪のロータリー100 周年の

ＰＲに高槻 RC の香西様が来ておられます。ど

うぞ宜しくお願い致します。   田村嘉宏君 

本日合計 27,000円  今年度累計 84,000円 

（9/29） 

◎東輪会合同例会にて、会長幹事より頂きました。 

本日合計 10,000円  今年度累計 94,000円 

 

 

ニコニコ箱の報告 

本日のお祝い 

そして、国債の発行残高は右肩上がりで、新

型コロナが日本経済を直撃した 2020年度と 21

年度は、積極的な財政出動によって一段と増加

している。21年度末には、初めて残高が 1000兆

円を突破することが確実とみられ、これは 20年

度の国の税収のおよそ 16年分に当たり、経済規

模と比べて見ると、先進国の中でも突出してい

る。 

 しかしながら、日銀は金利を上げると 1000兆

円を超える国債の利子負担が財政にひびくため

に上げにくいということもあり、地方債残高も

600兆円とも言われている。 

 

 このままで低金利政策を続けて、財務省が円安

阻止の介入(保有するドルを使うために限られた

介入になる可能性がある。)をするしかないのが現

状である。今後は、年末にかけて 150 円を超える

可能性があるといわれている。 



 

 

 

 

「 Ｚ 世 代 」 

村上靖平君 

（１） Ｚ世代とは  

① 定義・特徴  

◎諸説あるが、１９９５年（H7・27 歳） ～ ２０

１０年（H22・12 歳）頃に誕生した世代である

とさ れている。  

◎米国を中心とした欧米で、Ｘ世代（１９６０年～

１９７４年頃生まれ）、 Ｙ世代（１９７５年～１

９９４年頃生まれ）に続く若者の世代を指す 言

葉として生まれた。  

◎生まれた時からデジタル機器やインターネット

に触れる環境があり、ＳＮＳを使った情報発信力

や情報収集力が高く、「ソーシャル ネイテ ィブ」

とも呼ばれる。  

◎リーマンショック、多くの自然災害、コロナ禍な

どを経験するなかで 保守的・現実的・慎重で、社

会の出来事に対しても冷静さを持つとも 言われ

ている。 

 ◎幅広い情報に触れることで、多様な個性も培わ

れ、一概に世代を一括り にして把握することは

難しいとも言える。 

 ◎所有の欲求が低く、「モノ消費」より「コト消費」

ひいては、ＳＤＧｓ の影響を受けて、社会的な

意義のあることへの投資（イミ消費）を重視 す

る。  

※日本のＺ世代は、他の先進国と比較して政治意

識、ＳＤＧｓ意識は 低い。 

 因みに、ポストＺ世代として、２０１０年頃以降

に生まれた人を「α世 代」と呼ばれ始めている。 

② Ｚ世代が注目されるのは  

◎消費の中心となっていくため。（今後の経済を回

していく中心世代） 

 ◎米国のＺ世代の人口は多いが、日本は少ない。で

も、日本企業のマーケティング戦略は中高年・高齢

者重視⇒Ｚ世代へ。 

  

◎値段ではなく、自分が支持する商品にきちんと

お金を払いたいという 「推し」の意識が強い。 

 ③旧来型の価値観を押し付けることは、この世代

には響きにくい。  

（２）人材育成  

◎「気合と根性」だけでは通用しない。 なぜ、こ

れをするのかを丁寧に伝えることが必要。  

◎「働き方改革」、価値観の変化、どれだけ若者に「寄

り添う」か ◎「即戦力」はムリ。企業の「育てる

力」が問われている。  

（３）スポーツ界の変化  

◎プロ野球・ロッテの佐々木朗希投手の完全試合や

高校時代の岩手大会 決勝戦での登板回避。 目先

の勝利にとらわれず、将来を見据えた育成 行き

過ぎた勝利至上主義⇒見守る指導  

◎夏の甲子園優勝 仙台育英 須江監督のインタビ

ューでの言葉 

 ◎「野球をしない野球部員」 西南学院大学硬式野

球部（福岡市）の 「クリエイティブチーム」  

◎大阪体育大学ホームページのプロモーション映

像 

 

 

 

「ウィルチェア（車椅子）スポーツについて」 

    東大阪市 スポーツのまち推進室  

室長 大野哲也 様 

［スライドでご説明］ 

 私は令和２年４月１日付の人事異動で、スポー

ツのまち推進室の室長を拝命し、ウィルチェアス

ポーツとの出会いはこの時から始まりました。今

年で３年目、この間、東大阪東ＲＣの皆様にはスポ

ーツ用車椅子、案内掲示板のご寄付等ご支援賜り

誠に感謝申し上げる次第であります。有難うござ

います。 

 2017年、平成 29年にスポーツのまち推進室の前

身組織、スポーツのまちづくり戦略室が組織され、 

卓 話 抄 録 

東輪会合同例会講話 



 

 

2019 年のラグビーワールドカップ日本大会を皮切

りに、2020年の東京オリンピック・パラリンピック、

2021年のワールドマスターズ関西、この３ヵ年をゴ

ールデンスポーツイヤーズと致しました。ワールド

マスターズ関西においては、インクルーシブな考え

方の推進が重要課題に掲げられ、共生社会を意味す

る言葉として用いられ、当市はこの考え方を尊重し、

ウィルチェアスポーツを推進していくことになりま

した。併せまして本市には車椅子アーチェリーで世

界ランク１位の上山友裕選手、車椅子ラグビー日本

代表に選出され、コーチも歴任された三阪洋行選手

の出身地ということもあります。 

 当時、大阪府水道事業団所有の枚岡ポンプ場敷地

内をお借りし、ウィルチェアスポーツ広場をオープ

ン致しました。ただ、課題として日陰がない、保管

倉庫の設置が認められない、衛生上の観点からトイ

レが設置できない中、問題を解決しながらウィルチ

ェアスポーツの普及に舵を切ったということです。 

利用率、利用者数共に好評で、そんな中で 2019年、

花園ラグビー場東側の公園敷地内を選定し、本格実

施に向けて計画及び整備の着手、複数の競技が楽し

めるよう工事をしました。トイレ及び倉庫の設置、

救護室機能を持つ事務所を設置し、大会日には医師、

看護師の待機場所にもなります。日陰対策としてミ

スト付扇風機、テント付ベンチの配備、より良い環

境の下でウィルチェアスポーツを推進していくこと

になりました。 

設計費 900 万円、施設整備工事費、備品等２億

3,900 万円の予算を計上し、議会から承認を頂きま

したが、国等からの援助があり、東大阪市の一般財

源からは 7,000 万円で施設が完成致しました。令和

２年 12月にオープンし、式典には現在の総理大臣、

岸田文雄氏をはじめ沢山の来賓にお越し頂き、非常

に高い関心を寄せられていると聞いています。 

こけら落しとして全国からウィルチェアソフトボ

ール６チームを集めて花園大会を開催し、見事に地

元の関西アンバランスさんが優勝されました。因み 

 

に昨年も優勝されて二連覇、今年度は 11 月 26 日

(土)、27日(日)に実施致します。 

令和２年 11月には、シドニーオリンピック、ア

テネオリンピックのメダリスト、元女子ソフトボ

ール日本代表としてピッチャーで活躍されました

髙山樹里さんが現在代表を務められています日本

車椅子ソフトボール協会とパートナーシップ協定

を締結しました。令和３年、４年、日本代表合宿を

誘致することができまして、日本代表ユニフォー

ムの左袖には東大阪市の文字と市章が刻まれてい

ます。 

現在行っている事業について、車椅子スポーツ

の出前授業です。市内公立小学校及び中学校 76校

にお声掛けさせて頂き、42 校で実施致しました。

障害を持っている人たちへの思いやり、気づき、車

椅子ユーザーの目線など伝える機会になればと思

っています。２点目は共生社会の実現、まずは我々

東大阪市職員自ら車椅子に乗って体験、体感する

ことで、気づきがあるのではないかと考えました。

昨年から若手職員を対象に様々な職種の職員が参

加しています。土木職が担当する道路行政では歩

道の段差解消も考えられます。公園や駅前広場の

スロープの傾斜、勾配の緩和、建築職が担います建

設行政ではユニバーサルデザインの普及、福祉職

や事務職が担います心のバリアフリーなど共生社

会に向けて大きく前進する可能性を見いだしてい

ます。障害の有無に関わらず、誰もが住みやすいま

ちづくりに寄与する可能性が大いに見出されたの

ではないかと考えています。 

講師としてご協力頂きました関西アンバランス

の赤井さんをはじめ皆様には本当に感謝しており

ます。皆様にご理解頂きたいのは、即効性というも

のはこの研修には当てはまりません。昨年度より

始めた研修ですので、すぐに道路、まち、心が激変

するものではありません。ただ、東大阪の将来にお

いて必ず芽が出て花が咲くと私は信じておりま

す。 



 

 

引き続き、車椅子を利用した東大阪市の職員研修

を継続し、東大阪職員のまちづくりに対する価値観

の醸成につなげてまいりたいと考えています。 

今後の取り組みについて、コロナ禍を迎えた３年

目、本年はコロナ対策の認知も進みまして、国も

withコロナに舵を切ったことが後押しとなり、スポ

ーツイベントの再開、入場者数の規制を外し、コロ

ナ禍前の状況に戻りつつあります。11月３日から６

日の４日間、アメリカ、インド、オーストラリアを

招聘し、車椅子ソフトボール国際交流大会を開催す

る予定です。スポーツツーリズムの視点からもイン

バウンド需要に加え、花園周辺の賑わいの創出にも

つながるというメリットもあります。東大阪市はモ

ノづくりのまち、スポーツとモノづくりのビジネス

マッチングにも挑戦したいと考えています。今後と

もなお一層のご協力をよろしく願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「車椅子ソフトボールの活動を通じて」 

  車椅子ソフトボールチーム  

関西アンバランス 代表 赤井正尚 様 

［スライドでご説明］ 

 本日は貴重なお時間を頂きまして本当に有難うご

ざいます。私は 47歳、先天性二分脊髄症で下肢に障

害を持っています。チームでは代表、兼任監督、選

手として活動しています。2020～2021年度、2021～

2022 年度車椅子ソフトボールの日本代表になりま

した。関西アンバランス結成は 2016年、活動は毎週 

 

土曜日にウィルチェアスポーツコートでしていま

す。選手登録は 26 名、障害者男性 18 名、女性２

名、健常者男性５名、女性３名です。現在まで日本

代表選手を８名輩出しています。良い成績を残せ

たのは 2019年の北九州大会優勝、2019年埼玉ライ

オンズカップ準優勝、東大阪大会では二連覇して

います。 

 先日、引退を表明された阪神タイガースの糸井

嘉男選手のサポートで黒いＴシャツを作って頂い

て、その売上げの一部がチームの運営費になって

います。年に１回は来られて、テンションが上がっ

て楽しい時間を過ごさせて頂いています。 

 車椅子ソフトボールの発祥は 1976年、アメリカ

で生まれて、日本には堀江航さんによって持ち込

まれ、日本車椅子ソフトボール協会が立ち上がり

ました。2028 年のロサンゼルスパラリンピックの

正式種目入りを目指して活動しています。全国 15

都道府県に 22チーム、約 300名が活動しています。

大阪には３チームありますが、元々関西アンバラ

ンスのメンバーが抜けて新たに立ち上げたチーム

で、ウィルチェアスポーツコートを拠点に活動し

ています。 

 ルールについて、ボールは 16号球、アメリカ製

で、グローブは使わないので素手で取れる大きさ

です。フィールドには 10名入れます。すべての打

者は１ボール、１ストライクから始まって、２スト

ライクになって、次にファウルを打つとアウトに

なります。フィールド 10名の持ち点を足して 21点

以内と決まっています。ピッチングは下からボー

ルを投げるスローピッチング、球が本塁に達する

までの間、地上から 1.5ｍ～2.7ｍの空間を通らな

ければなりません。リードは OKですが盗塁はでき

ません。先ほどお話しましたが、各障害に応じてク

ラス分けして点数がつけられます。障害者と健常

者が一緒にフィールドに入ってプレーできるルー

ル作りになっています。車椅子ソフトボールの普

及活動を行っていく上で、ルールと用具を工夫す 



 

 

るたけで、障害者と健常者が一緒になってプレーで

きるのが魅力の一つだと思います。20歳の女の子、

車椅子バスケット、車椅子アイスホッケー、車椅子

ソフトボールをやっています。 

 関西アンバランスが活動を通して大切にしている

ことは４つあります。１つ目は、１人でも多くの人

に車椅子ソフトボールの魅力と楽しさを知ってもら

いたい。２つ目は、誰もが笑顔あふれる空間づくり

を大切にすること。３つ目は、人と人が出会い、何

かのきっかけづくりとなれる場所でありたい。４つ

目は一番大事なこと、健常者と障害者の差別や分け

隔たりのない場所であることです。 

 ３つ目の人と人が出会えるというのは、活動を通

じて凄く実感しています。僕が今このような場にい

られるというのも出会いからであり、スポーツを通

して人と出会うのは、自分自身を広い世界に連れて

行ってくれると感じています。 

 その中で同じ目線になる、同じ気持ちになるとい

うのは、言葉では簡単でも難しいと思います。それ

を、障害者スポーツを通じて何かを気づいて頂けた

り、学んで頂けたり、私たち障害者のことを理解し

て頂ける方と多く出会えています。 

 子供たちと車椅子ソフトボール体験会をした時の

写真です。僕たちはスポーツをして優勝を目指して、

勝ちにこだわるだけのチームではなく、本当に色々

な人と体験会をしています。大野さんも出前授業の  

ことをおっしゃっていました。僕たちのチームに迎

え入れての体験会、今年ですと学童野球２チームに

来て頂いて車椅子ソフトボールを体験しました。ま

た、他の団体とも交流したり、先日、日本代表強化

合宿の３日目には、車椅子ソフトボールの体験会を

して 94名の方が参加され、日本一集客した体験会と

なりました。 

 私たちの活動を一人でも多くの人に、このスポー

ツの楽しさを知って頂くだけではなく、車椅子の大

変さ、障害への理解と配慮が当たり前のようにでき

る社会が広がっていくことを願っています。お世話 

 

になっている東大阪市にこれからも貢献できるよう

活動していきたいと思っています。 

 車椅子ソフトボールをしてく上で道具が必要に

なってきます。ボールは本場アメリカからの輸入

ということもあり、円安の影響で高くなっていま

す。チームとして今は東大阪市さんの車椅子を使

用させて頂いていますが、遠征やイベントで持ち

出せないと競技ができないこともあります。 

東大阪市には競技ができる場もありますので、

やはり公式戦をもっとできたらいいなと思ってい

ます。東大阪市で世界選手権、日本選手権が行わ

れ、東大阪市の施設を利用して、日本代表選手が生

まれたらいいなと願っております。そういったと

ころで皆様のご協力を頂けたら嬉しいです。今日

は貴重な時間を頂きまして本当に有難うございま

した。 

［動画のご紹介］ 

 動画を観て頂きまして、何か一つでも心に残っ

て、皆さんの生活の中に持って帰って頂けたらな

と思っています。以上で終わらせて頂きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


