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2019―2020年度　国際ロータリーテーマ「ロータリーは世界をつなぐ」
http://blog.livedoor.jp/chuoshin/

卓話　「The mystic and the traditional
strength of the Triangle」

元イスラエル大使　エリ・コハン　様

懇談会
例会開始前に地区側（ガバナー・グループガバナー
補佐・グループ幹事・地区副幹事）と各クラブ側（会
長・幹事・会長エレクト）が、それぞれ50分ずつ、
クラブの現状・活動状況などについて和やかに懇談
会を行いました。

開会の挨拶・点鐘（東京中央RC 村上隆男会長）

ロータリーソング 
（東京中央新RC 上田美帆会員）
曲目：「国家:君が代」

「奉仕の理想」

ご来賓の紹介（東京中央新RC 福元智子会長）
・�第2750地区ガバナー　淺田豊久様�
・第2750地区銀座・日本橋グループ　ガバナー補佐
田中政義様�
・第2750地区副幹事　橘高薫子様
・第2750地区銀座・日本橋グループ　グループ幹事
鈴木逸郎様

お客様紹介
東京中央RC
織田真一郎親睦活動委員長

幹事報告 
・東京中央RC 新悟幹事 
・東京中央新RC 清宮普美代幹事
・�8月19日（月）例会にインドからロータリアン100
名余のメーキャップ出席をいただき大盛会となり
ましたので、本日ロータリーの友10月号の「ロー
タリーアットワーク」の記事のコピーを各テーブル
に配布致しましたので、是非ご覧下さい。�
・�10月19日（土）当クラブ後藤啓二会員のシンクキッ
ズNPO法人主催の子ども虐待等をなくすための
シンポジウムが予定され、参加申込受付中です。�
・�10月21日（月）例会は、即位の礼関連行事のた
め帝国ホテルの駐車場はほとんど使えないそうな
のでご注意下さい。

　協会の収益構造は、試合等の登録料、スポンサー
（クロネコヤマト）、補助金、チケット、グッズ販売、
放映権（テレビ等）などです。この中では放映権収
入が一番大きく、民放で放映される競技は億単位
の収益があります。当協会としては現状放映権収入
がほぼないのをどう向上させていくかが今後の課題
です。�

・�スポンサーについては、2020年オリンピック終了後
に熱が冷めて支援も終了するのではないかとの危機
がささやかれています。�
　そもそもスポンサーのタイプには、「パトロン」モ
デルと「ビジネスアライアンス」モデルの2つがあり、
「パトロン」が社会貢献・社内意識向上・会社認知
度向上を目的として実態は寄付に近い支出をしてく
れるモデルです。「ビジネスアライアンス」は、支援
を投資ととらえ、自社事業への活用を求めるスポン
サーシップを求めるモデルです。ハンドボールについ
ては、現状パトロンモデル的運用となっています。�
・�湧永製薬でスポーツによる認知度向上と商品の売上
の相関関係を調査したことがありますが、事業所の
ある広島では認知度と売上に強い相関関係が認めら
れましたものの、全国的には相関関係を示す結果が
認められませんでした。この点は優勝などがあって
も変わりません。�
　他社においてもいろいろスポーツと売上の関連を
分析していますが、同じような結果です。むしろ「売
上寄与効果はない」とのデータも出てくる傾向にあり
ます。�
・ �従って、スポンサー収入については、2023年あたり
から減額が危惧されますから、収益を支える残りの
登録料・チケット・グッズでしっかりとやらないと協
会に明日はないと考えています。�

・�当協会の戦略�
　協会はスポーツ中央団体としてのプラス面がありま
す。日本代表、小学生からマスターズまで全カテゴ
リーの大会を管理しており、高校生がインターハイ
で優勝したいと思えば必ず協会への登録が必要に
なります。中学1年生・高校1年生が毎年新規登録
してくれます。�
　しかし現状では登録しても試合に出られるだけ
で、7万人のうち半分の選手は1回戦で終わり、さら
に1万7,000人は2回戦で終わります。これでは申し
訳ないと思い、他の事業のように、アプリを通じて
いろいろと課金する制度を作りたいと思っています。�
　トップカテゴリーの選手は新聞などで報道され、
プロカメラマンの写真も残りますが、1回戦で敗ける
と現状何も残りません。�

　そこで、協会が、イスラエル製のAIカメラで無人
で試合のボールを追って記録していくものを導入して
各試合の記録・写真・映像・分析をコンテンツとして
確保し、ハンドボールアプリを通してコンテンツとし
て提供していきたいと考えています。�
　このようなコンテンツを増やして競技者体験の向
上・チーム育成のサポート・試合分析・引退後の思
い出・生活支援サービス等を協会として支援して、
ハンドボールを通じて、エンターテイメント・地域活性・
教育など社会の多面的な活動を支えていくのが協会
の新戦略です。�

・�その第1ステップとして、社会の多方面に根を張って
いるロータリークラブから野呂洋子副会長をお迎え
いたしました。どうぞ皆様、ハンドボールをよろしく
お願いいたします。�

・�11月21日（木）から24日（日）まで代々木体育館で
男女の日本選手権が、11月30日（土）から12月15日（日）
まで熊本で女子世界選手権が開かれ、NHKでも放映
されますのでお見逃しなく！�

� （要約文責　宮下）

かづきれいこ会員� まず被災された皆様お見舞申し上げま
す。ぶかぶかの指輪・・・今年ピッタリで
す・・・秋深し・・・ですね。

後 藤 啓 二 会 員� あんた誰といわれないように、出席します。
白 坂 亜 紀 会 員� 昨日は久しぶりに娘たちと楽しくすごしま

した。
野 呂 洋 子 会 員� 本日はハンドボール協会会長の湧永会長

に来て頂きました。世界選手権、東京オ
リンピックを皆で観戦に行きましょう。

にこにこ合計13,000円 /今期累計217,990円
福 元 智 子 会 長� 本日は、淺田ガバナー・田中ガバナー補佐・

橘高地区副幹事・鈴木グループ幹事に
ご来会賜り、誠にありがとうございます。
卓話楽しみにしております。

清宮普美代幹事� 本日は、淺田ガバナーご訪問ありがとうご
ざいます。今後ともよろしくお願い申しあげ
ます。

にこにこ合計4,000円 /今期累計204,990円

出席者23名+メーキャップ8名
（正会員62名-休会5名）

出席率 54.39%

合同例会報告　2019年10月10日（木）
東京中央新ロータリークラブ　第755回
東京中央ロータリークラブ　第1553回

本日の例会  第757回　2019年10月28日（月）
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会長報告（福元智子会長）
先週は台風19号で日本各地に災害が発生し、今週
末も台風が予想されています。本日、台風被害の募
金BOXを廻しますのでよろしくお願い致します。い
ろいろ減災の対策が必要とされていますが、当クラ
ブとしても非常時の連絡網を準備する時期が来てい
るように思います。�

幹事報告（清宮普美代幹事）
・�本日テーブルに卓話予定の湧永様からのカラーの小
さいカードが配布されていますが、ハンドボール協
会のイベントが記載されていますのでご参照下さい。�
・�11月18日（月）銀座日本橋グループのIM（インター
ミーティング）が14時30分から銀座ブロッサム会館
で開かれます。例会終了後、皆で連れ立って参加し
たいと思いますのでよろしくお願い致します。当クラ
ブとしてIM終了後の懇親会にも参加申込済です。�

・�本日、11月20日（水）「学ぼう・語ろう・楽しもう　
あなたのロータリー」のイベントのご案内を配布して
おります。地区の公共イメージ委員会が企画したも
ので、皆様友人・知人を連れて出席して、ロータリー
がどんな活動をしているかの一端のアピールを見聞
下さい。�
・�11月5日（火）午後1時から泰明小学校の画廊巡り
が開催されます。付き添いボランティアがもう少し必
要です。ご協力いただける会員は事務局か役員へご
連絡下さい。�

・�テーブルに配布した神戸のチョコレートは山田桂子
会員のお土産です。�

「アフリカローズ」プレゼント 
（萩生田めぐみ様、清水みほ会員ゲスト）
これはアフリカのケニアで栽培された「アフリカロー
ズ」というバラです。私はケニアに住んでボランティ
アとして活動中ですが、このバラの栽培をケニアに
根付かせて生活向上、特に子どもたちの教育支援
のための支援活動をしています。本日例会終了後に
出口でお一人一本ずつ記念にこのバラをプレゼント
いたしますので、よろしくお願い致します。

国際ロータリー第2750地区ガバナー
淺田 豊久 様

（プロフィール）
【所属クラブ】�国際ロータリー
� 第2750地区�
� 東京六本木ロータリークラブ�
【生年月日】� 1942年9月10日生�
【職業分類】� 日本料理�
【学歴】� 1965年3月
� 慶應義塾大学　法学部法律学科卒業�
【職歴】�
1965年4月　高津装飾美術株式会社　入社�
1966年3月　同社退職�
1966年4月　浅田商事株式会社入社�
1987年9月　浅田屋伊兵衛商店株式会社に商号変更�

代表取締役社長就任�
2008年9月　同社　代表取締役社長退任�

同社　取締役就任　現在に至る�
【ロータリー歴】�
1973年8月� 金沢北RCに入会（チャーターメンバー）
1975-76年度� クラブ幹事�
1991年4月� 東京西RCに移籍�
1997-98年度� クラブ副会長�
2001-02年度� クラブ幹事�
2003-04年度� 大阪国際大会�
� 2750地区On�to�Osaka委員�
2003-05年度� 地区社会奉仕委員長�
2004-06年度� 東京六本木RC拡大補佐�
2005年9月� 東京六本木RCに移籍�
2006-07年度� 地区研修委員会・研修リーダー補佐／
� クラブ副会長�
2008-09年度� クラブ会長�
2014-15年度� 山の手東グループ　ガバナー補佐�

ロータリー財団　メジャードナー、ポール・ハリス・ソ
サエティ・メンバー　マルチプル・ポール・ハリス・フェ
ロー　ベネファクター　財団の友�
米山　米山功労者マルチプル�
�
・�2020年3月27日に地区奉仕の集いが赤坂区民会館
で開かれます。地区の84クラブから代表が集まって
奉仕活動の報告をして情報を共有します。皆様、是
非ご出席下さい。�

・�2020年5月17日、六本木アークヒルズカラヤン広場
にて「あなたのロータリー」というイベントが開かれ
ます。昨年のロータリーデーのように奉仕活動を広く
紹介し、ブースもたくさん出してとても面白い集いに

なる見込ですので、お楽しみ下さい。�
・�2020年地区大会は、2月24日（月）25日（火）に
グランドプリンスホテルで5,000人規模の大集会とな
る見込です。皆様参加をよろしくお願い致します。�

・�2020年のRI国際大会は、2020年6月6日（土）か
ら10日（水）までハワイのホノルル市で開かれます。
マローニーRI会長との懇親会やガバナーナイトを楽
しみにして下さい。�

・�9月12日から25日に2週間かけてグアムの9つのRC
をガバナーとして訪問してまいりました。各RC共大
変元気に奉仕活動しており、2020年2月の地区大会
にも参加して下さるとのことで大変心強く思いました。�
�
卓話の本題に入ります。�
・�本日は職業奉仕についてのみお話ししたいと思いま
す。ロータリーの創設者のポール・ハリスは職業奉
仕について、職業を通じて地域社会に貢献すること
であると説明しています。�

・�東ヶ崎潔（とうがさききよし）氏は日本人初のRI会
長となり、ジャパンタイムス社長、国際キリスト教大
学の創設者の一人でしたが、サンフランシスコ生れ
で、アメリカ人牧師ポールラッシュと親しく、ポール
ラッシュが山梨県北杜市清里で始めた清泉寮を拠点
としたキリスト教研修施設での高地での農業のノウ
ハウや酪農の導入に大いに協力しました。
　ポールラッシュは、戦前から清泉寮での活動を始
めていましたが、戦争中強制送還されたものの、戦
後GHQ将校として再来日し、清泉寮の活動を再開し
ました。�
　ポールラッシュは立教大学教授であった戦前に日
本へアメリカンフットボールを紹介し、その普及に尽
力し、「日本フットボールの父」と呼ばれています。�

・�沢田美喜さんは、岩波弥太郎の孫娘として生まれま
したが、外交官の夫と共に戦前は海外を廻って交
遊を広めて、戦後エリザベスサンダーホームを創立し、
その資金集めのためアメリカの各地のロータリークラ
ブで講演するなどして寄付金と物資の協力を大いに
集めることができました。�

・�「トモダチボウル」�
東北大震災で日本の復興を支援するためアメリカ海
軍・海兵隊・空軍などが協力して「トモダチ作戦」
を展開し24,000人、航空機120機、艦艇24隻が参
加し広範囲に支援を実施してくれました。その功績
に感謝するため、2012年3月ころから毎年「トモダ
チボウル」というアメリカンフットボールの交流試合
がアメリカチームと日本チームの間で開かれています。�
・�向笠廣次（むかさひろし）氏は日本から出た2人目
のRI会長で、会長年度のRIのテーマは「Mankind�
is�one」として有名なものとなっています。

� （要約文責　宮下）

地区職業奉仕セミナー紹介（石川和子会員）
地区職業奉仕セミナーが、11月1日（金）14時30分
から17時まで大森東急REIホテルで開かれます。
会長・幹事は出席されますが、まだ参加枠がありま
すので皆様出席をお願い致します。

日本ハンドボール協会
会長　湧永 寛仁 様

（紹介の弁）野呂洋子会員�
私は学生時代にハンドボールをして
いましたが、ハンドボール協会のHPに私のハンドボー
ル活動に関するインタビュー記事が載り、会長からヘッ
ドハンティングされて今期から協会の副会長を務めてい
ます。2019年秋には日本で世界選手権が開かれ、
2020年オリンピックでは毎日試合がテレビで放映され
る唯一の競技がハンドボールです。皆様、ハンドボー
ルをよろしくお願いいたします。�

（卓話）�
・�自己紹介�
1997年慶応大学経済学部卒業後、ソフトバンク株
式会社に入社し、1999年から湧永製薬取締役に戻
り、2007年から代表取締役社長に就任して現在に
至っています。当社はキョーレオピンなど医薬強壮品
を製造販売しており、来年60周年を迎えます。広島
に工場があります。ハンドボールチーム「レオリック」
は創立50周年を迎えます。1970年から80年代は大
同特殊網フェニックスと湧永レオリックの2チームで
毎年優勝争いをしていました。�
　2017年10月、混乱続きのハンドボール協会を刷新
するために新会長に招請されました。�
・�ハンドボール協会は、1938年に設立され、競技統轄・
強化・普及振興・全国大会開催・代表チーム強化な
どを行っています。�

・�ハンドボールの競技人口は、現在小学生から大人ま
で全国で9万5,000人おり、愛知が12,600人で一番、
2位東京7,500人、3位神奈川6,600人などです。
内訳は、9万人が中高生です。13年前5万3,000人
が現在9万5,000人となり、少子化の状況下でも競
技人口は増加中です。�
　学校の部活人気としては、スポーツの中で11番目
の人気で、サッカー・野球・バスケより下ですが、昨
今人気のラグビーよりは上です。�

・�当協会の重要課題は、収益問題（資金不足）です。�

例会報告  第756回　2019年10月21日（月）
出席者33名+メーキャップ4名
（正会員62名-休会5名）

出席率 64.91%

「日本ロータリーの歴史と職業奉仕・
    青少年奉仕・国際奉仕の実例」

卓
話

「日本ハンドボール協会の今後」卓
話
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