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≪１２月１６日（木）例会 KKRホテル 5階「瑞宝」≫ 

◎卓   話   「上杉鷹山（うえすぎようざん）公に

ついて」 

田村嘉宏君 

♪本日の歌  「奉仕の理想」 

 

 

≪１２月１９日(日）例会 KKRホテル 14階「ｵﾘｵﾝ」≫ 

◎クリスマス家族会 

 18：00 例会 

 18：15 クリスマス家族会 

 

 

 

≪１２月０２日（木）ＰＲ例会≫ 

 会員数１７名 出席者１０名（７６．９％） 

 ＊１１月４日(木）例会修正出席率 ７６．９％ 

 会員数１７名 例会出席者１０名／ﾒｰｸｱｯﾌﾟ０名 

 

 

 

 

 

 

 

幹事 表 孝典君 

◎本日例会後、年次総会を行います。 

◎12/19(日)はクリスマス家族会を行います。 

18時より例会、引き続きクリスマス家族会を行い

ます。 

会費：会員・ご家族(大人) ２０，０００円 

小学生以下       ５，０００円 

◎12/23(木)は振替休会です。 

◎12/30(木)、1/6(木)は休会となっております。 

◎新年初例会は、1/13(木)となっており、新年会・

オークションを行います。ご自宅にあります品物

の提供をご協力お願い致します。 

◎なお、1月度定例理事会は、17時 30分より行い

ます。 

 

≪12 月度定例理事会議事録≫ 

日 時 2021 年 12 月 3 日（木）例会後 

場 所 KKR ホテル大阪 5 階「橘」 

出席者 北井、政岡、阪田、井上、谷口、表 

  (欠席者 木戸、小寺) 

◎12 月.1 月行事予定 

12月 2日㈭ 定例理事会 

12月 3日㈮ 2660地区 地区大会 

12月 9日㈭ 公休日 

12月 10日㈮ IM第 4組会長会 

12月 11日㈯ 「発達障がい児・者親の会（ｽｲﾐｰ）」 

クリスマス会 

12月 16日㈭ 例会・年次総会 

12月 19日㈯ クリスマス家族会（ＫＫＲ） 

幹 事 報 告 



 

  

 

12月 23日㈭ 振替休会 

12月 30日㈭ 冬期休会 

1月 6日㈭ 冬期休会 

1月 13日㈭ 定例理事会・新年会 

◎12 月 19 日（日）クリスマス家族会について 

  井上例会担当委員長から事業計画書提出され了

承されました。 

・会費 会 員 20,000 円 

同伴者 20,000 円 

子 供（小学生以下）5,000 円 

 ・会長賞 3 万円、幹事賞 2 万円、委員長賞 1.5 万  

円 

 ・アトラクションにマジックを検討すること 

・島会員からイルミネーションの提供いただく 

◎1 月 13 日（木）新年会について 

延期になっていた前年度の会長・幹事慰労会を同

時に行うことで決定した。料理は、懐石料理とす

る。バザーオークションを実施する。 

◎ロータリー財団（年次寄付・ポリオプラス）と米

山特別寄付について 

年次寄付：15,000 円、ポリオプラス 5,000 円、 

米山特別寄付 30,000 円について、再度会員に案内

する。 

◎下半期会費について 

 後期は事業運営費 45,000 円を通常通り請求する。 

◎「日本のロータリー100 周年ビジョンレポート

2020」について 

アンケートの返信と共に「邦文定款第 4 条への疑

問」及び「ロータリーの歴史に学ぶ」冊子をビジ

ョン策定委員会委員長及び委員３名及び地区ガバ

ナー宛に郵送する。 

◎「邦文定款第 4 条への疑問（27 版）」の送付につ

いて 

 次の通り送付することが了承されました。 

 但し、送り状については会長案を理事会で協議す

ること。 

 ・「ロータリーの歴史に学ぶ」と併せて送付する。 

   

全国ガバナー        ３４冊 

  ２６６０地区内全クラブ   ７８冊 

  ２６６０地区ガバナー補佐   ６冊 

  機関誌ロータリーの友編集室  ３冊 

  全国ガバナーエレクト    ３４冊 

 

 

 

会長 北井孝彦君 

皆さんこんばんは。 

本日は、卓話の講師として島啓介君の紹介で花

園近鉄ライナーズのセールスマネージャーの伊藤

太進様にお越しをいただきました。伊藤様は、大阪

市出身で大阪工大高校（全国大会準優勝）、明治大

学（キャプテン）、日本ＩＢＭ、近鉄ライナーズと

選手として活躍なされ、2020 年から現職に就任さ

れました。  

そこで、その前段として花園ラグビー場の歴史

について少しお話しさせて頂きます。 

1928 年（昭和 3 年）  

10 月、秩父宮様が橿原神宮にご参拝の

ため大阪電気軌道株式会社 (現在の近畿

日本鉄道株式会社 )の電車に乗車され、

役員の方と車中でご歓談中、「沿線には

ずいぶん空き地が多いじゃないか。この

辺に今台頭しつつあるラグビーの専用競

技場を作ったらどうか。乗客も増えて会

社も利益を得るのではないか」という内

容のお言葉があったことによります。  

12 月 10 日、大阪電気軌道の役員会でラ

グビー場の建設を決議。翌日の新聞には

「東洋唯一のラグビー専用競技場の建

設」と大きく報じられました。  

1929 年（昭和 4 年） 

 11 月 22 日、当時の大阪府中河内郡英田

村大字吉田花園に花園ラグビー運動場を

竣工し、日本最初のラグビー専用グラウ

ンドとして開場。オープニングゲームに  

会 長 の 時 間  



 

  

 

は、「全日本選抜 OB vs 全日本選抜学生」

の記念試合が組まれ開場を祝いました。  

当時、ラグビー場の建設は国内に例を見な

かったことからイギリスのトゥイッケナム

ラグビー場を範として、周囲各 10 ヤード

(9 メートル )の余地を設け、縦横 100 分の

1 の勾配をつくって水はけをよくし、全面

に高麗芝を植えました。  

1952 年（昭和 27 年）  

10 月にラグビー界 50 年来の夢が実現

し、オックスフォード大学と全日本軍が対

戦。  

このとき、オックスフォード大学の選手か

ら「世界でトゥイッケナムに次ぐグラウン

ドだ」と花園ラグビー場が讃嘆されまし

た。  

1953 年（昭和 28 年） 

 ラグビー場と併設しゴルフショット場 (打

放し場 )の営業を始める (平成 3 年 5 月まで

営業 ) 

1954 年（昭和 29 年）  

ラグビー場を囲むようにショートゴルフ

コースの営業を始める (平成 10 年まで営

業 ) 

1963 年（昭和 38 年）  

 第 42 回全国高等学校ラグビーフットボー

ル大会が花園ラグビー場で開催されまし

た。  

以前は、全国高等学校ラグビーフットボー

ル大会は、西宮球技場 (兵庫県 )で開催され

ていたが、昭和 38 年の名神高速道路の建

設で競技場の規模が縮小されるため、昭和

38 年の第 42 回大会より花園ラグビー場で

開催されることになりました。  

1980年（昭和 55年） 

「花園ラグビー場」から「近鉄花園ラグビ

ー場」に名称を変更する。  

 

1991年（平成 3年） 

施設整備工事施行・スコアボード更新・

ゴルフショット場 (打ちっ放し場 )の営業

を中止。  

全国高等学校ラグビーフットボール大会

は仮使用で大会実施、第 1 グラウンドに

洋芝生を導入しました。  

この年、社団法人東大阪青年会議所から

東大阪市に「ラグビーのまち東大阪」提言

がなされました。  

この頃、ラガーマンの聖地の花園から全国高等

学校ラグビーフットボール大会を埼玉県

の熊谷市へ誘致しようとする動きがあり

ました。（大会の開催には三面のコートが

必要で熊谷市は充実していた）  

そ の 後 の 東 大 阪 市 の 整 備 等 に よ り 熊 谷

市への誘致は免れました。  

1992年（平成 4年） 

大規模な改修工事が完了。  

メインスタンド鉄傘・練習グラウンド新

設・第 2 グラウンド洋芝化・ラグビー史

料室開設  

2015年（平成 27年） 

近畿日本鉄道株式会社から東大阪市が土地を

購入し、建物は無償譲渡されたことに伴い、名

称が 4 月より「近鉄花園ラグビー場」から「東

大阪市花園ラグビー場」に変更となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

花園ラグビー場 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トゥイッケナムラグビー場  

 

 

 

「ラグビーの今と昔」 

花園近鉄ライナーズ 

セールスマネージャー(元選手) 

伊藤太進様 

（抄録：島 啓介君） 

花園ラグビー場は全国的に知られる東大阪市の数

少ない施設の一つです。伝統あるこのスタジアムをホ

ームグラウンドにしているチームが「花園近鉄ライナ

ーズ」です。 

2019 年のラグビーワールドカップをきっかけに日

本でもラグビー人気が高まってきました。日本ラグビ

ー協会は長年アマチュアリズムを信奉してきました

が、これをきっかけにプロ化を導入して 2022 年より

新しく「ジャパンラグビーリーグワン」を発足させ、

高まったラグビー人気の定着と更なる向上を図って

います。 

12 月 2 日の卓話では大阪出身で明治大学ラグビー

部キャプテンを務め、近鉄ライナーズでも活躍し現在

はライナーズのセールスマネージャーの伊藤太進さ

んをお招きしてラグビーの魅力やライナーズについ

て熱く語っていただきました。 

ライナーズを全面的にサポートする「パートナー」

やファンクラブ入会、あるいは花園スタヂアムでのホ

ームゲームのチケット購入など私たちみどりロータ 

 

リーのメンバーも東大阪唯一のプロスポーツチーム

花園近鉄ライナーズを応援したいと思います。 

 

 

  

例会担当委員会 

(12/2) 合計 15,000円 今年度累計  170,000円 

 

 

 

会員交流委員会 

◎会員のお誕生日   12月 23日   山片重房君 

  

12/11(土)、「発達障がい児・者親の会』スイミー

さんのクリスマス会に井上君が参加して来られまし

た。田村君には「ゆうホール」の利用にご協力を頂

き、皆さんと大変喜んでおられました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ箱の報告 

本日のお祝い 

卓 話 抄 録 


