
週報                       2018-2019国際ロータリーテーマ 

第 2770 地区 第 8グループ                    “インスピレーションになろう” 

             ＲＩ会長 バリー・ラシン 

 

越谷北ロータリークラブ   

「ロータリー活動に全力投球」   2018-2019 吉澤晴雄会長提言 

ホームページアドレス http://koshigayakitarc.dyndns.org/ 

1 

 

2019～2020年度                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長卓話 

 

小宮山大介 会長 

皆様こんにちは。まずは、この度の相次ぐ台風で

亡くなられた方のご冥福と、被災された方々の一日も

早い復興をお祈り申し上げます。 

さて、ラグビージャパン残念でしたね。しかしこんな

にまで盛り上がるとは正直思いもしませんでした。こ

れを機にファンが急増し、スタジアムも大賑わいで、

少年ラグビーチームも見学者が鈴なりと聞いています。

前回ワールドカップは 2015 年イングランドで開催さ

れ、ブライトン（開催地）の軌跡と言われ南アフリカに

逆転勝利をしました。当時のHCはエディ・ジョーンズ

（現イングランド HC）。彼の指導法はスパルタ式の管

理主義でした。現HCのジェイミー・ジョセフはというと

全員がリーダーであるべきと、とてもフラットで選手の

主体性を重んじたようです。どうして代表チームがここ

まで強くなれたのか？ 

ある情報筋によると、2009 年に日本での開催が決
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まった年より、今大会の目標をベスト 8 に定めていた

そうです。それ以来、世界標準を目指し、スーパーラ

グビー（サンウルブズ）に参戦し、頻繁に海外強豪チ

ームとの対戦を重ねてきました。そして、お金。日本ラ

グビー協会の年間総収入 47億円のうち 27億円を代

表チームに費やしているそうです。まさに人、環境、

金の三拍子が揃った今大会の結果ではないでしょう

か。 

ただ世界標準の興行としてのスポーツのイベントと

してはどうなのでしょうか？私の専門アメリカンフットボ

ールでの一例をご紹介します。大学としても超名門校

スタンフォード大学。アメリカンフットボール部だけで

も年間 60 億円の収入があります。主な内訳は、チケ

ット代、グッズ販売、放映権（大学リーグが一括管理）

想像がつきにくいですが、大学のスタジアムは 5万人

収容。チケット代、駐車場代、飲食代で客単価を考え

ると、1 試合 2 億円以上の売り上げが想像できます。

もちろん選手はアマチュアなので無給ですが、きちん

と勉学にも励んでいれば、返済不要のスカラーシップ

（奨学金）が得られます。その原資の大半は OBや地

元の支援者たちです。そして驚くのは、ヘッドコーチ

の年俸です。現在のHCは 4億 7,200万円。それで

も全米19位に過ぎません。今一番はプロHCの経験

もあるミシガン大学の 10億 3,800万円だそうです。ス

ポーツ興行としては日本のプロ野球以上ではないで

しょうか。ちなみに私の好きなグリーンベイ・パッカー

ズ（NFL）の昨年度年間収益は 495億円（純利益 43

億円）でした。 

日本ではスポーツは稼げない（稼いではいけない）

というような社会的な観念が昔からあります。しかし、

高齢化、人口減少でシュリンクしていく日本のマーケ

ットの中で、平和の象徴、新たなビジネスチャンスとし

て、スポーツ文化を醸成していく事は、我が国の明る

い未来には好機ではないでしょうか！まずは地域ス

ポーツ文化発展の為、越谷アルファーズ（バスケット

ボール）を注目したいと思います。 

本日も例会のご参加ありがとうございます。 

PS 明日のポリオ募金活動も宜しくお願い致しま

す。 

 

幹事報告 

 

大濱裕広 幹事 

皆様、こんにちは。お客様ようこそ。本日もよろしくお

願い致します。それでは幹事報告致します。 

（地区より） 

・台風 19 号（12 日（土））による被害状況のご確認が

来ております。 

・ロータリーの友の購読と投稿のお願いが来ておりま

す。購読はロータリアンの三大義務の一つでありま

すので、よろしくお願い致します。また、ロータリー

の友への投稿も積極的にお願い致しますとの事で

す。 

・ロータリーリーダーシップ（RLI）パート 2のご案内が

届いております。該当される方には是非、ご出席の

程、宜しくお願い致します。 

・明日、24 日は世界ポリオデーです。会員の皆様に

はお忙しい中、予定をおつくりいただきましてありが

とうございます。明日の予定でございますが、4時に

越谷駅東口高橋ビル 5階㈱サマリアにお集まりくだ

さい。お荷物と着替えはそこでできますので、よろし

くお願い致します。ワイシャツの上からポリオ T シャ

ツを着て頂きまして、ロータリー帽子をかぶっての

募金活動となります。時間は 4時半から 5時半まで

です。終わった後は、片付けがありますのでよろしく

http://koshigayakitarc.dyndns.org/


週報                       2018-2019国際ロータリーテーマ 

第 2770 地区 第 8グループ                    “インスピレーションになろう” 

             ＲＩ会長 バリー・ラシン 

 

越谷北ロータリークラブ   

「ロータリー活動に全力投球」   2018-2019 吉澤晴雄会長提言 

ホームページアドレス http://koshigayakitarc.dyndns.org/ 

3 

 

お願いいたします。 

（クラブより） 

1．米山奨学委員会より特別寄付のお願いが来てお

ります。よろしくお願い致します。 

2．埼玉県立越谷特別支援学校より第 43 回文化祭

11月 16日（土）の案内が来ております。 

3．本日、事務局の杉山さん、伊丹さんの給与を支給

致しました。 

 

交友抄 

「二つの出会で今が在る」 と髙橋忠克 会員 

 
髙橋忠克 会員 

交友抄とはどういった事か？ と思ったのですが、

自分にとっての転機と成るような出会いや事柄と言う

事なので、それについてお話したいと思います。 

私は 21年前に会社を興しました。不動産業は仲介

業との思いで始めました。しかしそれは売り主さん、

買主さんに振り回されることが多く、買主に成るか売

主に成るかどちらかに成ろうと思いまして、建売を主

体にやろうと決めました。その時期に中央住宅さんと

の出会いが有りました。今から 5 年ほど前にまた別の

出会いが有り、現在に至っています。 

 

 

 

 

 

 

委員会報告 

伊藤 純 ： 社会奉仕委員長 

 

伊藤 純 社会奉仕委員長 

いよいよ日曜日は市民まつりです。 

多くの皆様にご参加頂けるとの事で有難うございま

す。ご都合の良い時間に合わせて、当番を決めさせ

て頂きました。メインは、ふわふわスライダーとボール

プールの二つで御座います。 

集合時間は、社会奉仕委員の方は 7時、そのほか

の会員の方は 8時です。当日雨天による中止の場合

は携帯によりメールでお知らせします。メールのチェ

ックを必ず行って下さい。 

雨で中止の場合でも、若松での反省会は行いま

す。 

 

外部卓話 

『これからの時間』 について 

野村総合商事 株式会社 

        代表取締役  野村栄司 様 

 

野村栄司 様 
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◎ご挨拶・略歴紹介 

 1948（昭和 23）年 7月 13日 東京都荒川区南千

住生まれ。 

 1968（昭和 43）年 埼玉県越谷市長島に 

「野村運送」設立。 

 1971（昭和 46）年 食品容器卸売業 

「野村商事」設立。 

 1985（昭和 60）年  

「野村運送」「野村商事」を統合し、 

「野村綜合商事株式会社」を設立。 

 2013（平成 25）年 電機通信工事業 

「ビレッジフィールド株式会社」設立。 

◎母の言葉を胸に… 

・中学校卒業直後、母に言われた言葉を会社ス

ローガンに（2016年～） 

野村綜合商事株式会社 2019年度スローガン  

・考える事、考える力を蓄える 

・チャレンジとチームワーク、ハート 

・働かざる者 食うべからず 

◎働き方について 

 ・65歳以上雇用の促進、シニアに優しい企業へ 

 ・70代は、健康維持の為の肉体労働と社会奉仕 

◎人生 100年時代、限られた時間の使い方 

・私（1948年 7月 13日生まれ）が生まれて、今日で

26,034日 

時間にすると 624,816時間 

 ・現在 100歳の人（1919年 10月 23日生まれ）は、

生まれて今日で 36,525日 

 時間にすると 876,600時間 

 ★2018年の日本人の平均寿命は 

 男性 81.25歳 女性 87.32歳 

 ・限られた時間をどう生きるか？ 

  趣味の庭いじり、バイク、カラオケ、ピアノ… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  

・野村様本日は卓話よろしくお願い致します。 

 忠克さん、交友抄有難うございます。 小宮山大介 

・野村様ようこそ！ 本日、卓話よろしくお願いします。

本日も宜しくお願いします。        大濱裕広 

・市民まつり頑張りましょう！ 

11/9．11/10地区大会宜しくお願い致します。 

大熊正行 

・10月9日の例会に参加させて頂き楽しかったです。

当日頂いた交通費はスマイルに入れさせて頂きま 

すので、今後ともよろしくお願い致します。 

私はすでに一般社会人ですから！！  常 安琪 

・今週は明日のポリオデー、日曜日は市民まつりです。

皆様宜しくお願いいます。         須賀篤史 
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・ポリオデー、地区大会、 皆様宜しくお願い致します。 

宮﨑敏博 

・お客様ようこそ！ 今週日曜日、いよいよ市民まつり

と成ります。皆さま宜しくお願い致します。 

伊藤 純 

・野村様本日の卓話よろしくお願いします。ドリスさん、

サミュエル君本日もようこそ！        青木 清 

・野村様、本日卓話よろしくお願いします。 

松﨑義一 

・お客様いらっしゃいませ！ 本日もよろしくお願いし

ます。                      市川洋和 

・本日防火安全協会の大会の為例会欠席させて頂き

ます。                      関森初義 

・欠席が多くて申し訳ありません。      堀野眞孝 

・本日宜しくお願いします。          松井昭夫 

 

 

出席報告 

会員数          46名 

出席免除者        4名 

出席者          29名 

欠席者            名 

出席率           69 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2121回振替例会 

越谷市民まつり 
令和元年 10月 27日振替例会 

於いて 越谷市役所一帯 

 

伊藤社会奉仕委員長の挨拶 

 

 

 

 

 

エンドポリオの T シャツを着て行進 
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ふわふわスライダー 

 

独協埼玉高校インターアクトの皆様 

 

独協埼玉高校インターアクトの皆様 

 

反省会の様子 

 

 

世界ポリオデー令和元年 10月 24日 
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