２０２２－４―０７（第１０１１回）
幹 事 報 告
副幹事
≪４月０７日（木）花見例会
◎卓

玄清寺≫

井上善博君

◎本日は花見例会です。どうぞ楽しくお過ごしくだ
さい。

話 「説 法」
杉森隆志君

◎例会前に定例理事会を行いました。
◎4/9(土)は、次年度の為の地区協議会が行われま

会

費：７，０００円

す。 場所：大阪国際会議場
12：00 登録開始
12：30 開会
17：00 閉会予定
・出席者一覧 ＊敬称略
会長幹事部門：田村嘉宏、井上善博
SAA・クラブ奉仕・研修リーダー部門：北井孝彦

≪４月１４日(木）公休日≫

職業奉仕部門：阪田克英
国際奉仕・社会奉仕部門：谷口 明
ローターアクト/青少年部門：木戸章由
ロータリー財団部門：村上靖平
米山奨学部門：島 啓介
◎次週(4/14)例会は公休日です。
◎先日のオークションでは、126，000 円の売り上
げがありました。また親睦活動に使わせて頂きま
す。ご協力有難うございました。

≪３月２４日（木）例会≫
会員数１７名 出席者１０名（７６．９％）
＊１２月２日(木）例会修正出席率 ８４．６％
会員数１７名 例会出席者１０名／ﾒｰｸｱｯﾌﾟ１名

化の時代はトゥイ・トンガ帝国として知られ

会 長 の 時 間

た。トンガの初代国王であるアホエイトゥ の統
治により、トンガは地域の大国へと成長した。

会長

北井孝彦君

皆さんこんばんは。

西はソロモン諸島の一部、ニューカレドニアと
フィジー全域、東はサモアとニウエ、さらには

蔓延防止が解除となり久しぶりにリアルで例会を開

現代のフランス領ポリネシアの一部まで、太平

催することができ、皆様とこうしてお会いできるこ

洋の未曽有の大地を征服し支配したタラソクラ

と本当にうれしく思います。さて、休会の間、様々

シーであった。

なことがございました。まず、年明け早々の 15 日に

１９００年から１９７０年まで、トンガはイギ

トンガ王国の海底火山の大噴火、津波被害がありま

リスの保護国であった。イギリスは友好条約に

した。また、ロシアのウクライナ侵攻。そして、先

基づき、トンガの外交を担当したがトンガはい

日の震度６強の東北での地震。トンガ王国の火山大

かなる外国勢力にも主権を放棄しなかった。立

噴火については、先日島会員のご紹介で卓話にお越

法改革が最初の部分的代表選挙への道を開いた

しいただいた地元近鉄ライナーズにも三人のトンガ

後の２０１０年、トンガは伝統的な絶対王政か

出身の選手やスタッフの方が在籍しておられます。

ら脱却し完全な立憲君主制へと移行するための

持ち回り理事会を開催し義援金の拠出を決議いただ

決定的な一歩を踏み出した。

きました。

首長の称号の（トゥイ・カノクポル）を持って

本日、近鉄ライナーズアンバサダータウファ統悦様

いたが、伝統的な信仰を捨て、
「ジョージ王

にお越しいただき卓話をいただき義援金をお渡しさ

(King George)」との洗礼名でプロテスタントの

せていただきたいと思います。

洗礼を受け、キリスト教へ改宗した。

卓話の前にトンガ王国について予習をしておきた
いと思います。

遥か昔から連綿と続いてきた神聖王 (トゥイ・
トンガ) の家系が伝統的な権威として存続して
いた。

トンガ王国、通称トンガは、ポリネシアに位置する
立憲君主制国家。漢字表記は、湯加。公式の英語表
記は、Kingdom of Tonga。
首都はトンガタプ島に位置するヌクアロファです。
トンガは 171 の島からなる群島であり、そのうち 45
が居住地である。２０２１年現在、トンガの人口は
１０４，４９４人で、その７０ %が本島のトンガタ
プ島に居住している。国土は南北に約８００ｋｍ広
がっている。北西にフィジーとウォリス・フツナ

トゥイ・カノクポル王朝の系譜が続いている。
通貨は、パアンガ（T＄）
1 パアンガ＝約 50 円（2021 年 12 月）
在留邦人は、４８名（2021 年 10 月現在）
在日トンガ人数は、１５４名（2021 年 6 月現在）
日本の皇室との関係も深い

（フランス）、北東にサモア、西にニューカレドニ

トンガの小学校では日本のそろばんを教え、高

ア（フランス）とバヌアツ、東にニウエ（最も近い

校では日本語も教える親日ぶりで、東日本大震災

外国領）、南西にケルマディック諸島（ニュージー

で日本が困窮した時に必死になって支援してくれ

ランド）に囲まれた国である。トンガはニュージー

たことを忘れてはいけない。

ランドの北島から約１，８００km 離れている。
約２,５００年前にラピタ族が最初に居住し、ポ

２００６年９月、身長１９６センチ、体重２０９

リネシア系住民が徐々にトンガ人としての明確

キロの世界で一番大きな王様が亡くなった。トン

で強力な民族的アイデンティティ、言語、文化

ガ王国のトゥポウ 4 世、享年８８歳である。

を発展させた。彼らはいち早く南太平洋に強力

この葬儀に駆けつけたのが日本の皇太子殿下（今

な足場を築き、このトンガの拡張主義と植民地

上陛下）であった。

トゥポウ 4 世は大の親日家で、何度も日本を訪れ
て、昭和天皇や現上皇陛下から歓待を受けていた。
またトゥポウ 4 世は日本に来ると靖國神社に参拝さ
れていた。

◎ＬＩＮＥＲＳの歴史
秩父宮殿下が「この沿線にラグビー専用球場を
造ってはどうか」というお言葉を頂いたのをき
っかけに、

さらには、昭和天皇の「大喪の礼」にも参列さら

1929 年（昭和 4 年） 花園ラグビー場の開設

にその際にはトンガの正装のタオパラをお召しにな
り、国王トゥポウ 4 世は「昭和天皇への礼を欠くこ
とは出来ない」とトンガの正装で参列された。

近鉄ラグビー部開設
◎功 績
日本選手権

優勝 3 回

全社会人大会 優勝８回
（出場回数 53 回、内 50 回は連続出場）
９３年の歴史があります。
◎２０１９年ラグビーワールドカップ開催地
東大阪市花園ラグビー場では４試合開催
総観客数 ８４，４５２人
花園開催は大成功でした。

トゥポウ 4 世の跡を継いだトゥポウ 5 世国王の戴冠
式には、日本の皇太子殿下（今上陛下）もご出席さ
れ、この時、世界で皇太子が参加されたのは日本だ
けであった。そのためか席は国王の隣であった。

さらにトゥポウ 6 世国王の戴冠式の時には、皇太子
殿下と雅子妃殿下がご出席された。

卓 話 抄 録
「トンガ・ラグビー・ライナーズについて」
ラグビー元日本代表
現 近鉄ライナーズアンバサダー
タウファ統悦(とうえつ)様

◎ＬＩＮＥＲＳの強化プラン
―世界の舞台で戦うチームへー
・2019-20 年
レベルズとのパートナシップ
外国人選手大型補強
チームカルチャーの構築
・2021-23 年
継続的なチームカルチャーの構築
優秀な若手選手の獲得
ホームゲーム平均観客動員数 1.5 万人
・2023-24 年
多数の日本代表選手輩出
妥協のない戦力強化
ホームクラブ平均観客動員数 2 万人
◎日本ラグビーの発展のためにＬＩＮＥＲＳ
が掲げる４つのマニフェスト
１．ラグビースクールへの積極的なサポート
２．市立大学ラグビー部へのコーチ派遣

３．ラグビー大会を主催し、選手の活躍の場を
創造する。
４．小・中学校への普及活動
ラグビースクールへの積極的なサポート
◎対象：東大阪市内のラグビースクール３校
◎内容：ラグビースクールコーチに対する
・コーチマインドやスキルドリルの共有
・Coordination トレーニング指導
・ルール改正に伴うレフリング指導
◎保護者に対して：栄養セミナー
東大阪市との連携と子供たちの競技力向上
東大阪市長マニフェスト
「市立中学・高校の部活動を支援する取り組み」
◎サポート内容
・市立の中学・高校を対象にプロコートを派遣し
て子供たちの競技力アップを図る
・近年問題になっている働き方改革に賛同した取
り組みでもあり、クラブ顧問の負担を軽減する
目的もある。
◎ＬＩＮＥＲＳ普及理念
・ラグビーを身近に感じ楽しむ
・ラグビーを知らない子供達へラグビーの魅力
を伝える。
目標：年間 50 回以上の小・中学校を訪問

◎サポートショップ ３４８店舗

◎ＬＩＮＥＲＳの活動を支援してくれている
パートナー様

◎トンガについて
トンガの人口は２０万人
海外に住んでいるトンガ人は３０万人
◎トンガにはどんな仕事があるのか
・公務員 ・フルーツピッキング
・畑仕事 ・世界のラグビー界

◎市民に愛されるＬＩＮＥＲＳ

本日のお祝い
会員交流委員会
◎会員のお誕生日

4月7日

田村嘉宏君

◎奥様のお誕生日

4月6日

村上佐登美様

ニコニコ箱の報告
例会担当委員会
（3/24）合計 32,000 円

今年度累計

215,000 円

