
 

言行はこれに照らしてから 

Ⅰ.真実かどうか   Ⅲ.好意と友情を深めるか 

Ⅱ.みんなに公平か  Ⅳ.みんなのためになるかどうか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆様こんにちは。北原様、本日は

お忙しい中お越し頂き、ありがと

うございます。後ほどよろしくお

願いします。 

先日、市内 9ＲＣ会長幹事会の報

告で、漏れがございましたので改めて報告致します。

今年度 I.M.の日程が、5 月 23 日(土) アバローム

紀の国で、和歌山北ＲＣ様がホストとなり開催され

ます。私達がホストをしました前年度と同じような

形式で行われるそうですが、詳細は後日となります。 

12 月に入り、慌ただしい時期となってまいりまし

た。最近、どこに行ってもクリスマスソングが

BGM として流れており、気分的にも楽しくなりま

す。一方、サンタを信じる小さい子供さんがいらっ

しゃるご家庭にとっては出費が増える時期でもあり

ます。最近では、プレゼントを貰う為、サンタの存

在を信じるフリをしている子供さんもいらっしゃる

そうです。年末にかけ皆様お忙しいかと思いますが、

クリスマスの素敵な雰囲気をお楽しみ頂くのはいか

がでしょうか。 

 

 

日本バスケットピンポン 北原様よ

うこそお越し下さいました。来年

1 月 21 日（水）和歌山東南ＲＣと

の合同例会の案内をボックスにお

入れしております。場所はダイワ

ロイネットホテル４Ｆで、6 時半に例会開始ですの

で遅くても 10 分前にはお入り下さい。 

 

 

次年度幹事･ＳＡＡ選任の件  

中村 善夫会長エレクト 

委員会報告 

幹事報告       當仲 清孝 幹事 

会長報告       井上 晴喜 会長 
２０１4-１5 年度 

国際ロータリーのテーマ 

 

 

 

ＲＩ会長 ゲイリー C.K.ホｱン  

 

２０１4-１5 年度 

アゼリアＲＣのテーマ 
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≪ 本日の例会 12 月 15 日（月）≫ 

▼第 727 回例会  

☆外部卓話  「乳がん検診 事始め」 

  公立那賀病院 乳腺外科 科長 内藤 古真 様 

≪ 次回の例会 12 月 22 日（月）≫ 

▼第 728 回例会 （夜間例会） 

☆年末クリスマス家族例会 

 場所 ホテルアバローム紀の国 

 時間 18:30～20:30              

≪ 前回の例会記録 12 月  8 日（月）≫ 

▼第 726 回例会 

○ロータリーソング  奉仕の理想 

○ゲ ス ト 紹 介  日本バスケットピンポン㈱  

代表 北原 友也 様 

〇ビジター紹介 

○出 席 報 告 会員数 32 名（内出席免除 2 名） 

本 日 の 出 席  12 月 8 日 25/31 名 80.65％ 

前々回修正出席  11 月 17 日  26/30 名 86.67％ 

   メーキャップ  1 名 



クラブ細則第３条第２節に基づき、

年次総会後一週間以内に年次総会

にて決定した、会長ノミニー、次

年度副会長、会計及び理事とで幹

事、会場監督（ＳＡＡ）を選任し

なければならないと定められておりますので本日発

表させて頂きます。次年度幹事は北野 敏夫会員、

Ｓ.Ａ.Ａ.は小阪 知会員にお願いすることになりま

した。宜しくお願い致します。 

◎職業奉仕委員会       岡本 嘉之委員長 

会員名簿を一部刷りました。すで

にチェックをしていただいていま

すが、最終もう一度ご覧頂いて、

万が一訂正がありましたら事務局

へお申し出ください。 

◎親睦活動委員会       大野 治朗委員長 

本日ボックスに来年の新春初例会

の案内をお入れしています。1 月 7

日、水曜日です。場所はアバロー

ム４Ｆで 6 時半からの夜間例会で

す。出欠のお返事を 18 日までにお

願い致します。 

◎出席・プログラム委員会   北畑 米嗣委員長 

1 月のプログラム予定表を配布し

ております。例会の変更がありま

すので、お間違えのないようにお

願いします。まず、1 月 5 日

（月）の例会は 7 日（水）の夜間

に変更になり、新春初例会です。1 月 21 日（水）

は東南ＲＣとの夜間合同例会です。こちらも 19 日

（月）が変更になっています。26 日（月）は通常

通り外部卓話となっております。 

◎雑誌・広報・ＩＴ委員会  松本  博委員長 

『ロータリーの友』 12 月号 

松本委員長より、12 月号の読みど

ころの紹介がありました。 

 

 

 

 

◎「父が遺したバスケットピンポン 

～ バスケットピンポンて、なに？～」 

バスケットピンポン協会理事     北原 友也 様            

本日はこのような立派なお席に

お招き頂き、誠にありがとうご

ざいます。それでは早速ですが、

標題のバスケットピンポンとは

一体どのようなものであるのか、

そしてそのコンセプトはといった様な事を、少々お

話しさせて頂きたいと思います。まずバスケットピ

ンポンとは、ひと言で言えば、穴狙いの卓球台とい

う事です。そして、『いつでも・どこでも・誰でも

できる』がキーワードのレクリエーションスポーツ

です。それでは、このようなユニークなスポーツが

なぜ、どのようにして生まれたのかという事ですが、

実は考案者である北原雄一は、当時和歌山県の教育

次長をしておりました。昭和 40 年代の事ですが、

その頃は高度経済成長の時代に突入し、猛烈社員と

いうような言葉も生まれました。そういう猛烈な時

代のしわ寄せで、家庭においては親子の断絶や子供

の非行化などの問題が持ち上がって来て、それが日

本の教育現場でも大きな社会問題になっておりまし

た。その対策に頭を悩ませていた父は、何か親子が

一緒に楽しめる様なものがあれば、それらの問題も

解決できるのではないかと考えた訳です。しかも、

わざわざどこかに出かけていくというのではなく、

家庭の中でちょっとした時間に親子が一緒に楽しめ

るようなスポーツはないかと考えたのです。ところ

でその当時の日本では、卓球が大変人気がありまし

た。そこでこの卓球を、家庭の中で楽しめないだろ

うかと考えたのです。しかし皆様ご承知の通り、正

規のサイズの卓球台は相当広い場所を要します。そ

こで狭い家の中でも出来るように、コートを小さく

し、幅 60 センチ、長さ 120 センチにしたのです。

正規の卓球台の四分の一で、ちょうど六畳の部屋の

中で出来る大きさです。また折り畳み式にすれば、

このサイズのコートなら、手軽にどこにでも持ち運

んで行く事もできると考えました。それで実際にこ

の大きさのコートを作り仲間や家族でやってみたの

ですが、今一つどうも面白さに欠けるのです。そこ

で何かもっと面白くできる方法はないものかと考え

ていたある日、母が、台にバスケットを取り付けて

みてはどうだろうか？と言いだしました。実は母は

学生時代にバスケットボールの選手をしていたので

す。母のその一言を受け、早速コートに穴を開け、

バスケット（有田ミカンの袋を使用）を取り付け、

外部卓話 



穴狙いの卓球台として試してみたところ、プレイす

る者の皆が大喜びし、シュートした時などは笑いが

止まらないほどの喜びようで、運動量も思った以上

に多く、様々な点において大いに満足できる結果と

なったのです。コートに穴を開けることによって、

卓球の楽しさを味わいながら、しかも相手のバスケ

ットを狙い、シュートするという醍醐味が加わった

わけです。入った時には誰でも思わず、ガッツポー

ズが出てしまいます。そして一度その気持ち良さを

味わった人は、さらに再度相手のバスケットを狙い

にいきます。これがバスピンマジックの始まりです。

あの感激をもう一度と、時間を忘れ夢中になって相

手のバスケットを狙い続けるのです。 

このように相手のバスケットを狙うというプレーが

延々と続きますし、技術も段々向上していきます。

コートが小さい分だけ、敏捷性もまします。見掛け

以上に運動量が多く、冬でも汗をかくほどです。ま

た卓球の上手な人だけが勝つというものではなく、

バスピンはゲーム性があり、偶然にも運よくシュー

トして勝った時などは、感激もひとしおです。 

さてこのようにして穴が開いたコートの形は出来た

訳ですが、それだけではまだまだ完成品とはいえま

せん。一番肝心なルールはどうするか、折り畳式に

する予定の脚の形はどうするか、カウントを表示す

る方法は、ラケットは、等々考えなければならない

ことは山ほどもありました。バスケットピンポンが

完成するまでには、実に多くの方々のご尽力、お力

添えがありました。今まで見たこともないこの面白

いスポーツを、何とかして普及させたいという多く

の方のご協力を頂いて完成したバスケットピンポン

は、その年、昭和 41 年 10 月 10 日の体育の日に、

中之島にあります和歌山県立体育館で、県内のあち

こちから参加した選手達によって盛大に第一回バス

ケットピンポン大会が開催されました。その後全国

の家庭や職場、学校などへこのバスピンはどんどん

と広がっていきました。特に和歌山県の田辺市では、

毎年『親子バスケットピンポン大会』が開かれ、実

は昨日も開催されたのですが、大会は今年で四九回

目となりました。この田辺などでは親子だけではな

く、その祖父母達も加わっての楽しいバスピン大会

が、各家庭の中で開かれているようです。また嘘の

ような本当の話ですが、子供の為にと買ったバスピ

ンが、子供に手ほどきをしている内に大人の方が夢

中になってしまい、子供から苦情が出たというよう

なお話もよく耳に致します。また職場においても、

終業後に仲間とバスピンを始めたところ、ついつい

夢中になってしまい、気が付いたら朝になっていて、

出勤してきた社員にあきれられというような、信じ

られないようなお話しも聞かされた事がありました。 

さて昨今の子供たちのおかれている状況、環境はと

いいますと、新聞やラジオ等でも盛んに報じられて

おりますように、昔に比べ屋外での遊びが極端に少

なくなっており、遊びといえばゲーム機によるもの

が殆どで、また塾通い等で体を動かすことも少なく、

著しい体力の低下が懸念されております。そこで誰

でもできる健康で手軽なスポーツが必要であると

色々な方面から提言されています。バスピンは小型

ですが、先ほども触れましたように見掛け以上に運

動量が多く、しかも運動の苦手な子供でも気軽にそ

の場で楽しむことのできる楽しいスポーツです。 

それからもうひとつのバスピンの特徴は、サーブの

仕方にあります。サーブはラケットを持たない方の

手で投げるようになっています。つまり右利きの人

であれば、左手にピン球を持ってサーブをする訳で

す。そうすることで右脳と左脳をバランス良く刺激

する事ができ、全身的に大変良い効果が期待できる

のです。また、ピン球の動きが速くそれに対応して

動いていると、自然に反射神経が鍛えられ、とっさ

に交通事故の危険から身を守るというような事もで

きるのです。また、プレーの途中で互いの得点を入

れ合うなど、相手を思いやる心も自然に養われる様

になっています。改めて考えてみますと、幸せな家

庭のために、そして子供達の健康の為にと、今から

五十年近くも前に考案されたこのバスケットピンピ

ンが、現在にあってもしっかりとこの時代にマッチ

し、色々なところで活用して頂いているという事に

心から驚かされます。尚、来年の 1 月 3 日、関西

テレビの夜 11 時半からの番組、『さま～ずのご自

慢列島ジマング』という番組の中でも、このバスピ

ンが登場してきますので、是非ご覧ください。尚こ

れは余談ですが、このバスピンの考案者である北原

雄一は、作曲家でもあり、毎年夏に皆様に踊って頂

いておりますあの『ぶんだら節』の作曲者でもあり

ます。それではこのバスケットピンポンがもっとも

っと多くの方の下で楽しんで頂けることを願って、

私のお話を終わらせて頂きます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ニコニコ箱 

井上 晴喜会員 

北原様、本日はお忙しい中有難うございます。卓話

よろしくお願い致します。 

中村 善夫会員 

北原様、卓話楽しみです。自宅が近いです。 

西出 隆一会員 

欠席することが多く申し訳ございません。日本バス

ケットピンポン 北原様、卓話宜しくお願いします。 

小形みちる会員 

本日は日本バスケットピンポン㈱代表北原様、よう

こそお越し頂きました。この後の卓話よろしくお願

い致します。 

澤本 栄子会員 

寒冷の折、心も沈みがちとなりますが、「山の彼方

に空遠く、幸い住むと人の云う」一句を思い出し、

たのしみを待っています。 

當仲 清孝会員 

日本バスケットピンポン㈱北原様、ようこそお越し

頂きました。後ほど卓話よろしくお願い致します。

楽しみにしています。 

本本日日合合計計額額    1199,,000000 円円    今今年年度度累累計計額額  558855,,662244 円円  

 

＊ロータリー財団 

澤本 栄子会員 

本本日日合合計計額額    33,,000000 円円      今今年年度度累累計計額額    8800,,000000 円円  

＊米山奨学 

澤本 栄子会員 

本本日日合合計計額額    22,,000000 円円      今今年年度度累累計計額額    7711,,000000 円円  

 

 

 

●市内ロータリークラブ 例会情報 

ク ラ ブ 名 日   時 内    容 

和 歌 山 北 12 月 15 日(月) クラブフォーラム：第 2 回Ｉ.Ｄ.Ｍ.発表 

            Ｒ情報・規定委員会 

和 歌 山 12 月 16 日(火) 

17:30～ 

「年末家族会」  

 於：ホテルグランヴィア和歌山 

和歌山東南 

12:30～ 

12 月 17 日(水) 外部卓話 和歌山市議会議員 

井上 直樹 様 

和 歌 山 西 12 月 17 日(水) 上半期を振り返って ロータリーよもやま話 

湯川会長、主井幹事、中井ＳＡＡ 

中筋会員 

和 歌 山 東 12 月 20 日(木) 

18:30～ 

18 日の例会を変更 クリスマス家族会 

於 ダイワロイネットホテル和歌山４Ｆ 

和歌山城南 12 月 18 日(木) 「『輸入感染症』について“エボラ出血熱

は？”」 前 堺市衛生研究所所長 

現在 国保日高総合病院参事 

田中 智之 先生 

和 歌 山 南 12 月 23 日(火) 

18:00～ 

19 日の例会を変更 ≪クリスマス家族例

会≫ ダイワロイネットホテル和歌山 

和 歌 山 中 12 月 19 日(金) 

18:30～ 

[例会変更] クリスマス家族会 レストラン

「サンクシェール」  

 

◎サイン受付 

和 歌 山ＲＣ：12 月 16 日（火）12:00～12:30 

        ダイワロイネットホテル 4F 

和 歌 山 東ＲＣ：12 月 18 日（木）12:00～12:30 

        ルミエール華月殿 

和 歌 山 南ＲＣ：12 月 19 日（金）12:00～12:30 

        ダイワロイネットホテル 4F  

和 歌 山 中ＲＣ：12 月 19 日（金）18:30～19:00 

        中ＲＣ事務所 1F 入り口 

和 歌 山 北ＲＣ：12 月 22 日（月）12:00～12:30 

        ルミエール華月殿 

和 歌 山 西ＲＣ：12 月 24 日（水）12:00～12:30 

ラヴィーナ和歌山   

和歌山東南ＲＣ：12 月 24 日（水）12:00～12:30 

ルミエール華月殿 

 

◎休 会 

前回週報記載と同じです 

Ｓ.Ａ.Ａ.報告  【3 つの箱】 


