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2018-2019 年度 RI 会長 バリー・ラシン

インスピレーションになろう
“BE THE INSPIRATION”

2018-2019 年度 第 2770 地区ガバナー 中川高志 

すべてはクラブ活性化のために
－実り豊かな奉仕を目指して－

〈例会日〉毎週水曜日12：30～13：30〈会場〉パレスホテル大宮

 明日を語ろう
Talk About the Future

Theme of  2018-2019

今年度のクラブテーマ

　それでは、お客様の紹介をさせていただきます。今日は卓話をお
願いしていますけれども、東京都教職員研修センターの東京教師
養成塾 教授・木村良平様。第3グループ ガバナー補佐・熊木広
光様。第3グループ幹事・小沼岳司様。よろしくお願いします。
　今日の会長の挨拶、素晴らしい助っ人が。大瀧パスト会長、そし
てアルディージャの森社長に会長あいさつをお願いしてあります。
よろしくお願いします。以上。

　この目標に必要な勝ち点は「86点」 
得点は「72点以上」 失点は「37点以
内」という具体的な数値目標を掲げて
戦ってまいります。この数字は過去J2で
優勝した時のすべての数字を上回ると
いうことです。 
　この目標達成は私たちの使命であり
ます。その使命を全うするために今シー
ズン必要なこと、それは「チームスタイル
の確立」であると考えます。 
　私たちはこれまでクラブ理念である

「スポーツを通じてより良い地域社会の
実現に貢献する」ということ、また中期
目標としては、5年から10年以内に「J1
の上位に定着し、活躍するチームとな
る」ことを目指してまいりました。しかし結
果はまだでていません。 

　これらの目標を達成するために、今、
我々が築いていかなければならないもの
は何かと考えたとき、それは、アルディー
ジャとして「チームスタイル」を確立して
いくこと、それこそが今後のチーム強化
につながるものと考えました。 
　アルディージャが目指す「チームスタ
イル」とは、組織的で攻撃的なサッカー
を目指すということです。つまり選手個
人頼みだけではなく組織として機能する
システムや選手起用であると考えます。
　この「チームスタイル」を確立するとい
うことは、言うは易く行うは難しというこ
とは十分承知しているところですが、私
たちはこのチームスタイルの確立にチャ
レンジしてまいります。 
　2019年シーズン、チームスタイルの

確立にむけては「心（スピリッツ）・技（戦
術）・体（選手育成）」の項目毎にその年
のあるべき姿を設定します。 
　今シーズン、1点目の「心（スピリッ
ツ）」では厳しさを求めます。つまり原点
を見つめなおし甘さを排除すこと、2点
目の「技（戦術）」では基礎固めの年とし
ます。スタイル構築は当然意識しつつ
も、今年度の使命はJ1昇格であることか
ら勝利を意識した現実的なサッカーも併
せて志向しなければならないと考えま
す。3点目の「体（選手育成）」ではアカ
デミーや生え抜き選手の次世代育成を
強化していくこと。
　これらの取り組みを、トレーニングの中
でしっかりと落とし込み、結果につなげて
まいります。 

　過去の例からも2年以内にJ1復帰し
なければ更に苦しくなるのは承知してい
ます。崖っぷちともいえる今シーズンを皆
様と共に乗り越え、必ずJ1に復帰いたし
ます。 
　2019年シーズン最終戦を皆様ととも
に笑顔で迎えることができるよう、日々 努
力を重ねてまいりますことから。引き続き
のご声援をお願いいたします。

会 長 挨 拶 2 0 1 9 . 2 . 2 0  W E D

小川 和信

2018-2019年度
大宮ロータリークラブ副会長

　大瀧です。小川さんからいろいろと注
文を受け、「何の話をしたらいいんです
か？」と聞くと、「写真やったり、鉄砲やっ
たり、ゴルフやったり、釣りやったりしてい
るから、趣味の話を絡めてはどうです
か」と返されました。そして「何分話せば
いいですか」という問いには、「10分で
すね」という答えがあり、「会長の挨拶は
せいぜい3分でしょう」と私が反論するな
ど、いろいろ問答しましたが、結局、話を
するはめになりました。
　今日は私が2006年に東京クラブへ
メークアップに行ったときの話をしたいと
思います。東京クラブはご存知のよう
に、今年で114年になるそうです。会員
数は337名。大勢の外国のお客様がい
ますので、ビジターの方を迎えるにも『今
日行って今日』ってわけにはなかなかい
かないこともあるんです。大宮からも行っ

ている方がいらっしゃると思うんですけど
も、私が行った2006年にはちょうど、オ
リックスの宮内さんが会長の時でした。
　ロータリーソングを12時の点鐘と同
時に歌いまして、その後一斉に座ってか
ら、食事がバーっとでてきました。これは、
きっちり1時間で終わるようにしているん
ですね。だいたい15分ぐらいでみなさん
食べ終わります。私が行った時は、事務
局から連絡しておいてもらいまして、
4000円のビジター費を払い、23テーブ
ルに入りました。そこにテーブルマスター
がおりまして、非常に親切にいろいろと
東京クラブの話もしていただきました。
東京UFJ銀行の会長をやっていた方や
出光興産の会長など、錚 た々る方がテー
ブルにおりました。
　例会の流れは先程申し上げましたよう
に、点鐘と同時にソングを歌って、その

後食事を15分くらいで食べますが、会長
あいさつはありません。おそらく幹事が
進行しておりまして、あと残りの30分で
卓話に入るということでありました。です
から正味1時間できっちりで終わりです。
それからニコニコボックスは出さなくても
いいということです。紹介は一斉に名前
を読み上げてもらって、「はい」って立っ
て終わりです。こういうシステムになって
おりました。以上が、東京クラブに行った
時の例会の雰囲気というか、情景であり
ました。
　この他、田村亮夫パストガバナーが主
催している川口のモーニングクラブへ
行ったこともあるのですが、8時30分か
らの例会でした。その時は、田中パストガ
バナーの味噌屋を会場に開いておりまし
て、食事は赤だし味噌のおみおつけ、鮭
の非常においしい焼き物を食べさせて

いただきました。
　2回目に行った年は、5分ほど遅れて
大変失礼してしまいました。ちょうど美園
から赤羽までの地下鉄工事があって、渋
滞にはまって遅れてしまったのです。遅
刻は、相手方に非常に失礼だと、その時
はつくづく思って、その後のメークアップ
は遅れないように必ず30分前に行くよう
にやっております。
　会長あいさつは以上でございます。

（大宮ロータリークラブ会員）大 宮 人

森　正志会員大宮アルディージャ

大瀧榮壽パスト会長
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次回例会案内
2019 年 3 月 13 日（水）12:30 点鐘／パレスホテル大宮

新会員自己紹介：株式会社 JTB　埼玉支店
　　　　　　　　　　支店長　鈴木　寛

ゆたか

　会員

当　　　日 例　　　会（ No. ） 会員数（出席者算定者数） 出席者数（出席率）

前　々　回 例　　　会（ No. ） メークアップ 修正出席率

先日はローターアクトの年次
大会に沢山の会員の皆様の
御参加ありがとうございまし
た。又、御指導頂きました委
員や係の皆様ありがとうござ
いました。息子に代わり御礼
申し上げます。息子は改めて
例会に出席し、ご挨拶させ
て頂きますので、よろしくお
願い致します。
〈鈴木俊一〉

2/14 の IM にご協力いただ
きまして誠に有難うございま
した。
〈熊木広光様・小沼岳司様〉

熊木ガバナー補佐、小沼グ
ループ幹事、IM おつかれさ
までした。
〈三浦　守・内藤考三〉

熊木ガバナー補佐、小沼グ
ループ幹事、大宮 RC へよう
こそお越し下さいました。
〈小川和信・櫻井義久・田中康之〉

熊木ガバナー補佐、過日は
素晴らしい IM ありがとうご
ざいました。
〈岩﨑　彰〉

熊木ガバナー補佐、先日 14
日のインターシティミーティ
ングお疲れ様でした。たいへ
んすばらしい会でした。
〈小坂良二〉

東京都教職員研修センター
東京教師養成塾 教授 木村
良平様、本日卓話ありがとう
ございます。
〈小川和信・浅野　仁・大竹　敦・進藤博司・
山本和保・清水啓生・北村匡央・鈴木　寛〉

木村先生、卓話ありがとうご
ざいます。私も教育者の端く
れ、謙虚に拝聴し、学ばせ
て頂きました。感動致してお
ります。
〈福島謙二〉

お客様ようこそ。
〈大瀧榮壽・関口　茂・橋本和久・遠藤省
吾〉

本日卓話をさせて頂きます。
〈大瀧榮壽〉

大瀧さん、森さん、話をしてい
ただきありがとうございます。
〈浅野　仁〉

大瀧さん、九重桜大吟醸あ
りがとうございます。香り、
味とも最高です。
〈川島利雄・板垣英治〉

暖かいですね～。スキー場の
雪が溶けちゃいます。大瀧さ
ん、森さん、プチ卓話ありが
とうございます。
〈渋木理俊〉

石井会員、司会ごくろう様です。
がんばって下さい。
〈矢崎直良・青野壽文〉

田村さん、おめでとう。
〈岩井良彦〉

2/21（木）大宮ローターアク
トクラブ 例 会、2/23（ 土 ）
大宮駅東口周辺清掃活動を
行います。宜しくお願い致し
ます。
〈田中康之〉

2/11 ローターアクト年次大
会に沢山の会員にご出席いた
だきありがとうございました。
〈田中康之・星野晃一郎〉

アルディージャ頑張ってくだ
さい ！！ 期待してます！！
〈祝原英隆〉

2 月 26 日の千日会、たくさ
んの方のご参加お待ちしてま
す。参加希望の方は小川まで
ご連絡下さい。
〈小川武士〉

２月 24 日（日）14 時 甲府戦
で開幕です。ガンバリます。
〈森　正志〉

アルディージャ、皆様と一緒
に応援します！ 代理店です。
お申込みも、ぜひ☆
〈兼杉文子〉

ニコニコボックスのご報告

2 月 20日 第 3124 例会 79 名（75 名） 40 名（53.33%）

2 月11日 第 3122 例会 ー 100%

ご協力ありがとうございました。

2月20日の合計金額 47,000円
（ 2月20日までの累計金額1,406,000円 ）

東京都教職員研修センター東京教師養成塾の木村良平教授より、
道徳教育のこれからについてお話をいただきました。

東京都教職員研修センター 東京教師養成塾 教授　木村良平 様

道徳教育のこれから

MC［石井会員］ 委嘱書の贈呈［岩﨑会員］
幹事報告

［三浦幹事］
委員会報告

［田中会員］
出席率の報告

［板垣会員］
ニコニコボックスの報告

［矢崎会員］

お客様ご挨拶
［第３G ガバナー補佐
（大宮中央 RC）
熊木広光 様］

東京都教職員研修センター
東京教師養成塾 教授
木村良平 様


