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　小学校 3年生の時に友達に誘われ始めたバレーボール
ですが、まさかこんなに長続きするとは思いませんでした。
小学生の時にバレーボールを始めて最初に感じたことが
3つあり、1つ目は、とにかく楽しい！2つ目はボールを
触るのが楽しい！ 3つ目は人と出会うのが楽しい！この
思いを大切にしたいと感じながらバレーボールを続けて
いた気がします。
　そして今なおこの 3つ目の、人との出会いが年を重ね
る毎に充実したものとなっていると感じながら過ごして
おります。 すでに多くの方が人との出会いや繋がりを大
切に感じているのではないでしょうか？
 
　私が高校 2年生の時に兄がロシアの地で高圧電線に接
触してしまう、という生死を彷徨う大怪我をした時、兄
の命を助けてくれたのは、色々な人の繋がりが次々と重
なったことでした。それはまさに私が小学生から続けて
きたバレーボールでの人の繋がりした。この高校２年生
の時に、「人はいつどこで出会いがあるのか分からないけ
れど、きっとそれは偶然ではなかったのだ」と体験した
ことから、「自分の身の回りでの出会いや繋がりはきっと

「バレーボールを通じた人との出会い」

2006 年ドーハ・アジア大会
銀メダリスト　田中姿子

意味がある、人との関わりを大切に、応援してくれる人
の力を自分自身の力に変えて頑張ろう」と心に決めまし
た。バレーボール選手を続けていて良いと思えるのは成
績や結果ではなく、本当に沢山の方との出会える事だと
感じています。「人との出会いを大切にする」これはきっ
とバレーボール選手としてだけではなく、選手を辞め別
の道に進むとしても変わらない心の中心にある私の信念
です。今までの出会いを大切にこれからも色々な種類の
バレーボールの発展のために人生の時間を使っていきた
いと思います。

　２０２０年のオリンピックを前にビーチバレーボール
に馴染みのある平塚で、ビーチバレーボール選手として
声をかけて頂き、歴史ある平塚ロータリークラブのバナー
がビーチバレーである事が嬉しく思います。また次回こ
のような機会を与えて頂ける日があれば、その時はビー
チバレーボール競技について詳しくお話をさせて頂けれ
ばと思います。本日はありがとうございました。

卓話者ご紹介

田中 姿子 ( たなか しなこ ) 様
1975 年 7月 28 日生まれ
埼玉県川越市出身
2004 年より平塚在住
身長 172 センチ

2006年ドーハ・アジア大会
銀メダリスト　田中姿子様

主な球歴
1992 年　全国高等学校選抜優勝大会　優秀選手賞
1993 年　インターハイベスト 16

ビーチバレーのバナーを前に
ビーチバレー選手の田中様と清水会長

卓話者のご紹介をする
関口プログラム副委員長

1994 年　株式会社　日立製作所入社　第 1回 Vリーグ 3位
　　　　　U19 代表 アジアジュニア選手権 2位
1995 年　Ｕ20 代表 世界ジュニア選手権 3位
2001 年　日本電気株式会社入社　
　　　　  第 8 回 Vリーグ 2位 ( サーブレシーブ賞獲得 )
　　　　  ワールドグランドチャンピオン ( 日本代表 ) 銅メダル獲得
2002 年　世界選手権出場 ( 日本代表 )
2003 年　第 9回 Vリーグ優勝・ビーチバレーに転向
2005 年　ワールドツアー・インドネシアオープン 9位
　　　　  ワールドツアー・南アフリカオープン 9位
2006 年　ジャパンレディース・優勝　マーメイドカップ優勝・ファイテン
　　　　  JBV ツアー 5戦（優勝 4回・準優勝 1回）　年間総合優勝
　　　　  カタール・ドーハアジア大会　銀メダル獲得
2007 年　ワールドツアー・ポーランド大会　9位
2008 年　マーメードカップ　優勝
2009 年　国内ツアー　愛知・宮崎オープン　優勝　
                   ワールドツアー・フランスマルセイユ大会 9位
2010 年　国内ツアー年間総合優勝・個人歴代最多優勝
2011 年　ワールドツー・カナダ大会 17 位・タイ大会 13 位
　　　　  国内ツアー年間総合優勝・個人歴代最多優勝
2019 年　国際バレーボール連盟が冬季オリンピック種目
　　　　  入りを目標に初開催した、スノーバレーボール 
　　　　  ワールドツアーにアジア人初の 3大会出場（イ
                   タリア・オーストリア・アルゼンチン）。現段
      　　　階では唯一の、バレーボール・ビーチバレー・
　　　　  スノーバレーでの日本代表経験者となっている。
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現在ございません。

委員会報告

2006年ドーハ・アジア大会銀メダリスト　田中姿子様

田園調布学園大学・人間福祉学
講師　江島尚俊様
入会記念卓話　　横山鉄生会員
夜間例会　アトランタオリンピック
野球チームキャプテン中村大伸様

幹事報告

◎先週もお願いいたしましたが、北九州地方で起きた豪雨
　による被災地に対し、皆様からの義援金のご協力のお願い
　が来ております。
　先週の例会出席者が少なかったので、再度義援金箱を回
　しますので、ご協力をお願いいたします。

◎19-20年度ロータリー財団、米山記念奨学会特別寄付の
　お申込みの回答を未提出の会員は事務局までご提出お願
　いいたします。

◎10月20日（日）に開催されます地区大会は新世代交流会
　8名、本会議28名、大懇親会27名の会員が参加、また10月
　7日（月）の親睦ゴルフコンペには5名の会員が参加されます。

・プログラム委員会　三荒弘道委員長　
　9/19は田園調布学園大学人間福祉学講師をされている
　江島尚俊様をお迎えして「親から子へ子から孫へ」としま
　して、家を継ぐということについてお話頂きます。

　9/26は新入会員記念卓話としまして、野村證券の横山鉄
　生会員が卓話をされます。

　10/3は夜間例会となります。アトランタオリンピックで野球
　のキャプテンを務められた中村選手をお招きしまして、
　卓話を頂きますので皆様楽しみにして頂いてご出席を
　お願いします。
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本日の誕生日祝いの
長島誠人会員

今月のスマイル報告担当の
浅野会員

http://www.athleteyell.jp/tanaka_shinako/experience.htmlより


