
 

第３１８０回例会 4 月２０日 （木） 

司会 塩崎(有) 会場監督  点鐘 花田 会長 

ロータリーソング／四つのテスト 

ゲスト 富山県パワーリフティング協会 

 安居 民雄 氏 

ビジター 氷見 RC1 名 

会長挨拶／報告  

■誕生祝い 松原 吉隆君〔4/21・70 才〕 

      竹中 信行君〔4/24・54 才〕 

津嶋 春秋君〔4/26・64 才〕 

大谷 嘉一君〔4/26・62 才〕 

大島 悦男君〔4/26・60 才〕 

■4/9（日）地区研修・協議会報告⇒西村会長エレクト 

幹事報告  

■理事会⇒13：30 （桐の間） 

■ひろくんを救う募金⇒4 月 20 日例会～5 月 25 日例会 

委員会報告 

■親睦委員…5RC 合同ゴルフ大会結果 
 

二コニコＢＯＸ  ＜ 11 件 38,000 円 ＞ 
花田会長／65回目のチャーターナイトの日（4月15日）
に行われました 5RC 対抗ゴルフ大会で高岡 RC が団
体優勝しました。選手 5 名の若野さん、永田さん、吉
田さん、北野さん、そして私。大変、ありがとうござ
います。本日の卓話者の安居様よろしくお願いします。 

岡本副会長／安居様、今日は、ようこそ高岡 RC へお越
しいただきありがとうございます。どうぞ宜しくお願
いします。 

才高君／本日は富山県パワーリフティング協会の安居
民雄様をお迎えしました。卓話、楽しみにしています。 

本多君／本日のゲスト安居民雄様をお迎えして。（高岡
CC 同期シングルになった方です） 

古城の桜も散りはじめました。4／11 のテーブルミー
ティング、ご出席の皆様、お気に召したでしょうか。
若野さんはじめ NH オータニケータリングチームの
皆様ありがとうございました。合唱。 

4／26 を以って㈱ダスキン高岡は創業 50 周年を迎え
ることができました。今日まで多くの皆様方のお力添
えを得て感謝感謝の毎日です。謙遜、賢明、剛健を人
生のモットーとして掲げ「感謝と反省」を座右の銘と
して仕事や生活に活かしてまいりましたが、まだまだ
未熟な自分に呆れている昨今です。今後ともよろしく 

 

お付き合いください。ありがとうございました。合唱。 

塩崎（有）君／安居様、待ちに待った卓話、楽しみにし
ております。 

若野君／安居さんようこそ。卓話楽しみです。先日の
5RC ゴルフ大会総合 3 位。クラブ優勝貢献度 1 位。
しかしスコアは 3 ケタ台。出だし 4 番まで 1 オーバ
ーと絶好調。しかし後半は絶不調。ぺリアの妙に助け
られた成績。おまけのﾄﾞﾗｺﾞﾝ賞で高揚か？帰りコート
を紛失する OB もありｱｯﾌﾟﾀﾞｳﾝの激しい１日でした。 

永田君／5RC 合同ゴルフコンペの団体戦で優勝。競技
者の一人として貢献できて感激！！また、高岡 RC 部
門でも個人優勝いたしました。 

伏江君／日本遺産、歴史都市高岡。灯をつなぐ石灯籠事
業に元高岡RC会員高柳富山銀行頭取より寄付があり
本当に感謝です。4 月 20 日現在 12 基。あと 4 基で
す。皆様のご協力よろしくお願いします。 

金森君／チャーターナイト、5RC 対抗ゴルフに多数の
ご参加をいただきまして、ありがとうございました。
5RC 対抗ゴルフでは、参加された皆様のお陰で高岡
RC が優勝いたしました。来月 5 月 24 日には、高岡
ライオンズとの対抗ゴルフがございます。皆様のご参
加をお待ちしております。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２０１６‐１７年度 【ガバナー／岡部一輝】                      第３１８０回 

 

高 岡 ロータリークラブ            

２０１７／４／２０・４／２７ 

会長／花田修一 幹事／才高人思                      No. ３３ 

 R o t a r y  S e r v i n g  H u m a n i t y

例会日：木曜日 12:30～13:30 創立：１９５１／１１／１５ チャーターナイト：１９５２／４／１５ 創立順位：No.68 

出席報告   

 

7／1 期初 70 名（名誉会員 2 名） 

正会員／73 名 出席免除／5 名（本日出席 2 名） 

本日の出席率／95.7％ 前々回出席率／100％ 
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～本日のプログラム～ 
 

『私とパワーリフティング』安居 民雄 氏 

 

私とパワーリフティングとの出会いは、
ゴルフプレー中に腰を痛め、その椎間
板ヘルニアを手術ではなく治療のため
に通ったジムで 1 年程経過し、ようや
く歩けるようになった頃に始めたベン
チプレスで 40K、45K、50K と少しず
つ伸びることが楽しくなり夢中になっ
たことが原点です。パワーリフティン

グは昭和47年4月1日に日本PL協会が設立しました。
オリンピック競技のウエイト・リフティングの３種目、
ジャーク・スナッチ・プレスと同じくスクワット(S)ベン
チプレス(B)デットリフト（D）三種目のトータルで争わ
れますがベンチプレスだけ独立した試合もあります。こ
の三種目はトレーニングの中の Big3 と言われており、
頭から足まで全部位を鍛える最高のスポーツです。トレ
ーニングを始め 3 年程経過した 65 才頃、ジム仲間に試
合に出てみないかと誘われ出場した高岡市民体育大会
で（S）65K（B）65K（D）85K。トータル 215K を記
録したことが嬉しく、これがパワーリフティング競技の
スタートとなりました。その後、年に 1～2 回競技に出
場しておりまいたが 69 才頃にトータル 280K を挙げる
ようになり、県の協会の方から 70 才を迎えたらマスタ
ーズ 4 の全国大会の出場を誘われたので一層練習に熱
が入っていきました。70 才の夏、全国大会の 1 カ月前
の県民大会でトータル 297K を挙げて、夢の 300K まで
あと一歩となり、その勢いのままジャパン・クラシック
パワー選手権大会に出場。初出場で 312.5K を挙げ 2 位
となり、種目別のベンチプレスでは日本記録 82.5K を破
り 85K の日本新記録を樹立し、今後の大変な自信とな
りました。さらに、この試合の成績は海外試合の出場権
を得ることになりインドで開催されたアジア・クラシッ
クパワーに出場し初海外試合で優勝し、思いがけない成
績で練習の結果が次々と現実のものとなり来年もと胸
が膨らんでいきました。しかし好事魔多し良いことばか
りなく狭心症で緊急入院、カテーテル手術をうけ選手生
活も終わりかと思いましたが諦め切れず、一カ月後に医
師と相談し軽度の練習ならと OK を貰い再び練習を開
始しました。そして 9 月に行われる全日本選手権に向け
て体調をみながら本格的な練習を始め 9 月のジャパ
ン・クラシックで 2 位。その後の全日本ベンチプレスで
も 2 位の好成績の結果、2014 年の世界大会の 2 試合と
アジア大会の 2 試合の出場権を獲得。最高の年となりま
した。また 2012 年と 2013 年の活躍が認められ富山県
から“元気とやまスポーツ大賞”を受賞し大変感激しま
した。その後の練習の結果としてイギリスでベンチ 4 位。
全日本マスターズ・パワー優勝。南アフリカのワール
ド・クラシック 3 位。石川県北信越パワー2 位。キリギ
スタンのアジア・ベンチ優勝。オーストラリアでのオセ
アニア・アジアベンチ優勝等と大変ハードなスケジュー
ルながら何とか気力で乗り切り、その努力の結果として
の受賞だと喜んでおります。私は 76 才の現在もパワー
リフティングを生涯のスポーツとして取り組んでいき
たいと思っております。拙い卓話でしたがご清聴ありが
とうございました。 

 

 
 
 

 

 

交換学生 柳沢 智也 

ホストクラブ Bendigo south 

 

（健康状態） 
良い 

 

（通学） 
通学はホスト兄弟と車で送ってもらっている 

 

（家庭生活に関して） 
とても良い 

 

（ロータリーなどの行事に参加して） 
サファリ旅行 

 

（見学・旅行） 
サファリ旅行 

 

（感想・新たに発見してことなど） 
先月、ロータリークラブのサファリ旅行に行きました。
とても大きな旅行で 3 週間かかり、いろいろな所を見
学、いろいろなことを体験してきました。最後には楽
しい思い出しかなく、また、ほかの留学生とも、とて
も仲良くなれ、正直ずっとサファリ旅行を続けていた
かったです。 

またサファリ旅行から帰ってきてから友達の家にホ
ストハウスが変わりました。ホストファミリーもとて
も優しく、毎日がとても楽しいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 月のプログラム等の予定   

５／１  前田氏をお迎えする例会 

５／１１ ５／１に日時変更 

５／１８ (株)日曹分析センター 

代表取締役社長 佐野 愼亮 氏 

５／２５ 会員卓話 

       石崎 善朔 会員 

派遣交換学生・月例報告 
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第３１８１回例会 4 月２７日 （木） 

司会 塩崎(有) 会場監督  点鐘 花田 会長 

ロータリーソング／四つのテスト 

ゲスト ㈱三井物産戦略研究所 

特別顧問 中湊 晃 氏 

三井物産アレグロビジネス㈱ 

代表取締役社長 北島 剛成 氏 

三井物産㈱肥料事業部 

肥料原料事業室長 石倉 健太郎 氏 

幹事ゲスト 大和証券㈱高岡支店長 松下 真一郎 氏 

会長挨拶／報告  

幹事報告 5 月ﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ 1＄＝110 円（4 月 116 円） 

■次週 5／4 例会は法定休日のため例会取消です。 

■5/11 例会は日時変更し「名誉会員 前田氏をお迎えす 

る例会」として開催します。時間は 10時～11時です。 

二コニコＢＯＸ  ＜ 24 件 50,000 円 ＞ 
花田会長／三井物産様には大変いつもお世話になって
おります。ありがとうございます。大変お忙しい中、
三井物産㈱戦略研究所の中湊様にお越しいただき、あ
りがとうございます。本日の卓話を大変楽しみにして
おります。よろしくお願いいたします。 

岡本副会長／本日は三井物産の中湊特別顧問、北島様、
石倉様、ようこそお越しいただきました。どうぞ宜し
くお願い申し上げます。また、幹事ゲスト大和証券新
高岡支店長の松下様、末永く宜しくお願いいたします。 

才高君／三井物産戦略研究所の特別顧問、中湊晃様よう
こそ高岡 RC へお越しいただきました。後程、卓話を
楽しみにしております。大和証券の高岡支店長の松下
真一郎氏を幹事ゲストとしてお迎えしました。今後と
も宜しくお願いします。 

伏江君／いよいよ来週になりました。5／4 台湾板橋 RC

へ行かれる５８名の皆様へ、パスポートを忘れないよ
う富山空港に 10:30 集合お願いします。 

塩崎（吉）君／本日「山町ヴァレー」オープンです。18:00
よりオープニングパーティーを実施いたします。開店
に際し関係各位の皆様には大変お世話になりました。
ありがとうございます。昨日は KNB さんの夕方のニ
ュースにも取り上げていただきインタビューを受け
ました。ゴールデンウィークは是非お出かけください。 

吉岡君／本日、皆様のお蔭をもちまして、高岡信用金庫
の「新本店」が竣工致しました。有難う御座います。
「新本店」のオープンは5月22日(月)で御座います。
引続き宜しくお願い致します。 

山田君／私事ですが昨日「執行役員富山支店長」の内定
をいただきました。高岡 RC で 3 年間お世話になり感
謝しております。6/28 付けなので、まだ 2 カ月高岡
にいますので引き続き宜しくお願い致します。なお、
富山では「みらい RC」メンバーになる予定です。 

北野君／第 3 テーブル全員出席です。 
津嶋君／4 月２６日、５４歳の誕生日でした。お祝いを
頂き感謝申し上げます。併せて 5RC ゴルフ大会の高
岡 RC 内順位２０位の飛賞を頂きました。 

谷道君／前々回、誕生祝をいただき有難うございました。 
石橋君／御礼が遅くなりました。誕生祝を頂戴しありが
とうございます。 

大島君／誕生祝ありがとうございました。 
若野君／本日、早退させていただきます。 
福島君／本日、早退します。 
駒井君／申し訳ありませんが都合により例会のみで退
席させていただきます。 

 
～本日のプログラム～ 
 
『世界の構造変化とトランプ政権の１００日』 

中湊 晃 氏 
 

 

・近年の世界を規定してきた、

米国、中国、EU、エネルギーの

４つのかたちがリーマンショッ

ク前後から同時に大きな構造変

化を起こし、世界を不安定化さ

せている。また冷戦終了後のト

レンドとして拡大してきた金融

資本主義とグローバリゼーショ

ンも先進国で課題を生み出し、

昨年は民主主義革命ともいえる BREXIT とトランプ大

統領誕生を引き起こした。 

・トランプ大統領誕生を促した背景にはオバマ時代に進

んだ「経済成長の停滞」「所得格差の拡大」「ワシントン

への失望」があった。トランプ支持者の特徴は白人・男

性・高齢・低学歴・地方であり、トランプは「忘れられ

ていた」白人製造業労働者に着目、雇用を約束すること

で当選を果たした。 

・トランプ政権の 100 日を振り返ると、国民の支持率は

40%台の歴史的低水準が続く一方、株価は史上最高値を

更新している。今のところ「雇用第一」「コア支持者第

一」「一枚岩ではないホワイトハウス」の 3 つの特徴を

みせている。 

・内政では、目玉政策であった、一部のイスラム教圏か

らの入国一時停止は裁判所により差し止められ、オバマ

ケア代替案も議会の賛成が得られず実現できていない。

税制改革やインフラ投資などの景気浮揚策は未だ手が

つかず、政策実現力の弱さが現れてきた。 

・一方、外交では、中国、ロシア、同盟国との関係の急

激な転換が不安視されていたが、北朝鮮の動きやロシア

ゲート疑惑が広がったこともあり大きな変化はない。軍

事力の行使を辞さない姿勢は見えてきた。今後の政権の

方向性は過激な政策を志向するバノン戦略官と共和党

主流派の綱引きになるが、カギを握るのはトランプの娘

婿であるクシュナー上級顧問と見られている。 

 

 

出席報告  

7／1 期初 70 名（名誉会員 2 名） 

正会員／73 名 出席免除／5 名（本日出席 0 名） 

本日の出席率／86.7％ 前々回出席率／100％ 

 


