国際ロータリー第２７７０地区 ２０１６～２０１７年度 越谷南ロータリークラブ 会報
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会長エレクト 赤松則宏
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ＲＩテーマ：人類に奉仕するロータリー
地区テーマ：楽しいロータリークラブを作り上げよう

平成 28 年８月１８日
【点鐘】
【ロータリーソング斉唱】
【ロータリーの目的唱和】
【四つのテスト唱和】
【ロータリアンの行動規範唱和】
【ゲストビジター紹介】

【会長あいさつ】
瀬尾会長
皆様こんにちは。
皆様、寝不足になっていませんか？
オリンピックも佳境に入ってきています。夜中はオリンピ
ック。そして、昼間は高校野球とスポーツ観戦づけになって
いらっしゃる方も多いと思います。まだまだ暑い日が続きま
すので皆さん体調管理にお気を付けください。
オリンピックでは、アマチュアスポーツが多いですが、中
にはプロスポーツも含まれています。例えばサッカーなどは
紛れもなくプロスポーツです。今回のオリンピックでは惜し
くも決勝トーナメントには進出できませんでしたが、それな
りに日本のサッカーを世界に示すことが出来たのではと思っ
ています。

第２０６６回

例会

さて、我がクラブでは今月の 24 日と 25 日に越谷南ロータ
リーカップＵ－14 サッカー大会が開催されます。この大会は
「次世代を担う青少年の育成に寄与する」というロータリー
の青少年奉仕の理想のもと、子供たちに夢を与えるために越
谷・八潮市内の中学生（14 歳以下）のチームに「芝のグラン
ドでサッカーを！」という目的で始められた事業です。
ところで、皆さんサッカーは嫌いですか？
毎年このサッカー大会に参加される会員さんの数が非常
に少ないのが気になっております。場所が悪いのか、暑い中
サッカーなんか見ていられないのか、はたまたサッカー自体
に興味がないのか、青少年奉仕活動に否定的なのか。いろい
ろ考えてしまいます。
確かに、中学生のサッカーは皆さんが普段ご覧になってい
るプロのサッカーとはレベルが全然違います。試合の内容も
やはりそれなりです。ただ、芝のグランドでサッカーをする
ということは、子供たちにとってはたいへんな憧れです。日
本の環境では普段は土のグランドでしかサッカーができませ
ん。しかし、サッカーというスポーツは基本的に芝のグラン
ドで行うスポーツです。そして、土のグランドと芝のグラン
ドでは同じサッカーでも違うスポーツであるとまで言われて
います。球の跳ね方、走る際の感触、そして何よりもスライ
ディングが出来るということが、その違いを表しています。
また、子供たちのサッカーを観戦する場合、プロの試合な
どと明らかに違うのは、音を感じることが出来るということ
です。プロの試合ではサポーターの応援などにより、選手た
ちの声など聴くことはできませんが、少年サッカーや学校ス
ポーツのサッカーの試合では、大きな音や声を出しての応援
はマナーとして禁じられています。親御さんたちもマナーを
守って応援しています。それによって、試合をしている中で
発せられる音が良く聞こえるようになります。
走る音、ボールを蹴る音、コーチが指示する声、審判がゲ
ームをコントロールしていく声、そして選手同士が声を掛け
合い、お互いを鼓舞する声など様々な音が聞こえてきます。
サッカー界の底辺に近い子供たちのサッカーを見ることでし
かこのようなことは体感できません。これがまさにサッカー
の本当の姿であり、基本の形であります。そのような中で、

子供たちは懸命に走り、ボールを追いかけ、勝って笑い、負
けて泣いています。
このような素晴らしい大会を開催できることは、たいへん
素晴らしく、誇り高い事業であることを再認識する必要があ
るのではないでしょうか。また、この大会も回数を重ね、実
績も伴ってきています。
昨年度優勝した西中学校のチームは、
その秋から開催された新人戦で見事埼玉県大会にて優勝を修
めております。この実績に多少ながら寄与できたのではない
かと思っています。
さあ皆さん、サッカーを見たくなってきましたよね。今回
は 24 日の開会式に来賓のお客様がお見えになります。そう
したなかで、我がクラブの参加会員が少数ということは、恥
ずかしい状況となりました。皆様には、24 日の 9 時からの開
会式、25 日の決勝戦・閉会式に伴う例会変更と両方の出席を
ぜひお願い申し上げます。

【ゲストビジター紹介】
越谷青年会議所 副理事長 出口昇様
越谷市民祭り協賛金の贈呈。

【幹事報告】
加藤幹事
1. 国際ロータリー第 2770 地区 青少年交換委員会より 2017～
2018 年度 青少年交換派遣学生選考試験日程のご案内が届
いております。
第 1 次選考試験 日時： 2016 年 8 月 21 日（日）
受付： 11：45 開始 12：15
会場： 別所沼会館
第 2 次選考試験 日時： 2016 年 8 月 28 日（日）
受付： 12：30 開始 13：00
会場：第 1 次選考試験と同じ 詳細は事務局まで

【3 分間スピーチ】地区幹事 染谷宗一様
今までの地区の流れの紹介。地区大会の話。

2. 国際ロータリー第 2770 地区 青少年交換委員会より 2016～
2017 年度 青少年交換来日学生特別合宿・オリエンテーショ
ンの次第が届いております。
日時：2016 年 8 月 24 日（水）午後 1：00
集合場所：大宮駅豆の木（大宮駅東口交番前からマイクロバ
ス送迎）
会場：新道山家
詳細は事務局まで
3. 国際ロータリー2770地区 ロータリー・リーダーシップ研究会
（RLI）パート I のご案内が届いております。
日時： 2016 年 8 月 27 日（土）
受付： 9：00 開会 9：30 終了 17：30（予定）
場所： 越谷コミュニティセンター
出席者：池田玄一会員、石川勝利会員
4. 国際ロータリー第 2770 地区 青少年交換委員会より第 5 回
青少年交換委員会及び第 1 回来日学生オリエンテーションの
ご案内が届いております。
日時：平成 28 年 9 月 4 日（日） 13：00～17：00
場所：カルタスホール
詳細は事務局まで
5. 例会変更の件
越谷南ロータリーカップサッカー大会開催
8 月 24 日（水） 集合時間 8：30 開会式 9：00
8 月 25 日（木） 食事 11：30～
例会予定 12：45

【米山奨学生カウンセラー委嘱書】
【Ｒ財団 寄付の表彰】
神谷会員
瀬尾会長 染谷地区幹事

【青少年留学生受入れのお礼】
中村会員

【阿波踊り協賛のお願い】
中内会員

【青少年交換学生帰国報告】

【スマイル報告】
お陰様で
スマイル合計

【出席報告】
例 会 日
小岸大海君

廣瀬航希君

会
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８月１３日(土)
青少年交換学生 大野さくらさんメキシコへ出発

52,000 円

出席

出 席免除者

浅水円花さん

38 件

席

５１名

会報担当：石川

――――― クラブプロフィール ―――――
【姉 妹 ク ラ ブ】 国際ロータリー第 3460 地区
台中南区扶輪社（中華民国台中市）
【友 好 ク ラ ブ】 国際ロータリー第 2520 地区
宮古東ロータリークラブ
【例
会
日】 毎週木曜日（PM0：30～1：30）
【例会場・事務局】 〒343-0842
越谷市蒲生旭町 10-14 中野ビル 2 階
TEL 048－987-5761
FAX 048－987-5762
E-mail info@koshigayasouth-rc.jp

８月１９日(金) 台中子弟交換学生来日
８月１８日(木)マリアナさん来日

