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本日の行事予定 (2018 年 6 月 22 日) 

第 3155 回例会 

≪クラブアッセンブリ≫ 

 
先回の記録（例会） 

第 3154 回 ’18 年 6 月 15 日（金）晴れ 

卓話担当：吉田康裕君 

講  師：津島市サッカー協会 

    幹事長 堀田 孝氏 

演  題：「ロシアワールドカップを 

100倍楽しく見る方法」 

ロータリーソング 「手に手つないで」 

ソングリーダー  山田勝弘君 

ゲ ス ト  入会予定者 加東育郎氏 
会 員 総 数   66名    5月 26日例会分訂正 
出席免除会員   21名    欠 席 会 員    42名 
本日出席会員   48名    MAKEUP 会 員    32名 
本日の出席率 72.73％    訂 正出席 率  96.55％ 
超 過 出 席  杦田勝彦君（名古屋東南ＲＣ） 

 

会長挨拶 

佐藤敬治会長 

会長挨拶としてのお役目

も、今日を入れましてあと 3

回になりました。本日は、1

年間を振り返ってみてとい

うテーマでお話ししようと

思います。 

 一昨年の夏過ぎから今年

度に向けて、自身の活動が始まったと記憶してお

ります。猪飼幹事と何度も協議を重ね、まずは、

役員、委員長さん方の人選、事業計画、予算書の

作成等を進め、1 年間スムーズな運営ができます

ようにと、願いました。 

 クラブ事業としましては、なんといいましても

10月 14日の創立 65周年記念式典・祝賀会があり

ました。寺田実行特別委員長のもと、日比津島市

長、日永愛西市長、西村地区ガバナー補佐をお迎

えしての式典・祝賀会、立派に行っていただき、

65年の歴史と伝統を感じた記念日でした。台北滬

尾ロータリークラブのメンバーも多数参加してい

ただき、場を盛り上げていただきました。 

 そして 11 月 5 日の地区補助金事業であります

「茶会と茶室めぐり」。昨年に引き続きの事業で

したが大勢の方にご参加いただき、茶文化に親し

み、合わせて津島の文化にも触れていただけたと

思います。また、同じく地区補助金事業の書籍『天

王まつり』も後世に残る資料として発刊すること

ができました。津島、愛西両市はもとより、教育

委員会、商工会議所、法人会等には大変ご尽力い

ただきました。 

 7月には、「第 17回天王子ども塾」が開催され

ました。60 名の参加者を得、2 部では朝まつりの

会場へ出かけて観光船に乗って間近に見学するこ

とができました。子どもたちの熱心さに感服し、

津島の伝統文化の素晴らしさを後世に伝えてくれ

るものと確信しました。 

 4月 23、24日、台北滬尾ロータリークラブ創立

12周年記念例会と、前年度より着手しているグロ

ーバル補助金事業の高義國小学校の視察並びに学

校設備の寄付式に行って、大変貴重な経験をして

まいりました。今年の秋口には、その結果を検証

に行ってくれます。 

 地区関係は、ガバナー補佐訪問、ガバナー公式

訪問、ＩＭ、地区大会、地区協議会そしてＷＦＦ、

それぞれ印象深い思い出となりました。 

 各委員会におかれましては、クラブアッセンブ

リでそれぞれの委員長さん、委員の皆さん方にお

話しをさせていただく予定であります。 

 例会は、それぞれの卓話担当のメンバーが、自

身でのお話、また講師の先生方のお話と、それぞ

れが持ち味を発揮していただきまして、楽しい例

会のひと時を過ごせたものと感謝申し上げます。 

 家族会は、クリスマス家族例会と、先般行って

いただきました家族例会と、担当委員会のみなら

ず、参加メンバー一人一人の協力、そして、お子

さん始め、家族の皆さん方のおかげをもちまして、

和気あいあいとした楽しい会となりましたこと、

お礼申しあげます。伊勢への家族例会には、私自
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身所用で欠席いたしましたこと、改めましてお詫

び申し上げます。とても残念でありました。 

 メンバーも転勤等、新旧入れ替わりはありまし

たが、新メンバーもお迎えでき、当初と同じメン

バー数 67名を維持できそうであります。 

 ただ、現役メンバーの兒玉昭さんが昨年 11月 6

日にご逝去なさいました。返す返すも残念で、謹

んで哀悼の意を表します。元メンバーの服部昭三

さんもご逝去なされ淋しい思いをいたしました。 

 以上、この 1 年を振り返って、お話しいたしま

したが、会長というお役をいただきまして、ロー

タリー活動の中で、今までとは違ったとらえ方、

思いを感じて過ごさせていただきました。あと何

年私自身在籍できるかわかりませんが、今後も、

津島ロータリークラブに少しでもお役にたてれば

と思います。そしてロータリー人生を大いに楽し

もうと思っています。1年間お世話になりました。

ありがとうございました。 

 
幹事報告 

猪飼充利幹事 

① 新入会員予定者の加東

育郎さんと則武克也さ

んに関して、昨日までの

1 週間にどなたからもご

異議がありませんでし

たので、正式承認とさせ

ていただき、加東さんは来週 22日、則武さん

は再来週の 29日に入会式を行う予定です。 

② 本日 18:00～、ナゴヤキャッスルホテルにて

地区会長・幹事会が開催されますので佐藤会

長と私が出席します。 

③ 明日 6/16㈯18:00～、今年度親睦活動委員会

の打上げが「津島甲羅本店」で開催されます。 

④ 次週 6/22㈮の例会は、クラブアッセンブリで

すので、委員長の皆様方は、ご準備をお願い

します。尚、会報用原稿を 6/25㈪までに事務

局までメールにて提出をお願いします。 

⑤ 本年度最後の 6/29㈮は納会です。当日はお弁

当を用意しておりますので、欠席される方は

事前に事務局へお申し出ください。 

⑥ 6/29㈮18:00～、本年度理事会の打上げを「今

半ミッドランドスクエア店」で開催します。 

 
ニコボックス報告 第 3154回分 

加藤隆朗ニコボックス委員長 

佐藤敬治会長、伊藤哲朗副会長、猪飼充利幹事 

①卓話講師に津島サッカー協会幹事長の堀田孝氏

をお迎えして。②吉田康裕君、本日の卓話よろし

くお願いします。 

後藤務君 久しぶりに中国上海に行ってきました。

第 2工場も順調に流れています。新しい仕事も決

まっています。大きく伸びると期待しています。 

吉田康裕君 本日の卓話、よろしくお願いします。 

飯村理君 堀田先生のサッカ

ーのお話、楽しみです。 

相羽あつ子君、浅井賢次君、伊

藤幸蔵君、伊藤基君、稲垣宏高

君、稲川明俊君、大河内勝彦君、

加藤則之君、河西あつ子君、柴

田伸彦君、鈴木吉男君、長田一

郎君、中野義光君、野尻栄一君、

幅辰雄君、三谷栄一君、八谷順一君、山田勝弘君、

山田公男君、山本達彦君、吉田康裕君 ゲストに

加東育郎君をお迎えして。 

加藤則之君 ＦＩＦＡワールドカップ、ゴルフ全

米オープンが昨日から始まりました。また寝られ

ない日々が続きます。 

根﨑健一君 ウィークリーに写真が載りまして。 

安江正博君、矢田潔君、根﨑健一君、杦田勝彦君、

中野義光君 その他。 

 
卓 話 

卓話担当：吉田康裕君 

講  師：津島市サッカー協会 

    幹事長 堀田 孝氏 

演  題：「ロシアワールドカップを 

100倍楽しく見る方法」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【吉田】 

本日の卓話を務めます吉田です、よろしくお願

いします。内容は、昨日から始まりました「ワー

ルドカップロシア大会」をテーマに、津島市サッ

カー協会幹事長の堀田様をお呼びし、サッカーを

より楽しく観戦していただくための解説をしてい

ただきます。 

今週は、歴史的な米朝首脳会談にはじまり、昨

日の深夜からはじまりました全米オープンゴルフ

がニューヨーク州シネコックヒルズで開催されて

います。こちらも日本人として松山英樹プロには

優勝してほしいと期待をしています。 

そんな話題豊富な週ではありましたが、私がサ

ッカーに注目している理由として、現在、弊社の

社会貢献事業として、「ヨシダカップ」というジ

ュニアサッカー大会を津島市サッカー協会様の御

協力のもと主催で開催しており、今年で第 5 回目

となります。「未来の子どもたちのために」スポ

ーツ振興からはじまる地域活性化は「あり」だと
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考え、活動しています。そのような経緯の中、本

日のこのような卓話の内容になりました。 

是非、サッカーにご興味がある方ない方でも、

またお子様、お孫様と共に楽しく、また日本代表

を応援していただける機会となれば幸いです。 

 

【堀田】 

ワールドカップが始まったのは 1930年、主催は

ＦＩＦＡ(国際サッカー連盟)です。ＦＩＦＡは世

界で 6 つの地区にわかれています。欧州、南米、

アフリカ、アジア、北中米、オセアニアの各サッ

カー連盟です。全世界で 211 の国と地域が加盟し

ています。ちなみにオリンピック加盟は 205、国

連は 196 の国と地域で、それよりも多いというこ

とです。 

 

■オリンピックとの比較・経済効果 

 ブラジル大会の収入は日韓大会から倍増 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 年に一度のワールドカップは各地区で予選を

行い、出場チーム数の割り当てがあります。今回

アジアの出場国はイラン（2 大会連続 5 回目）、

韓国（9 大会連続 10 回目）、日本(6 大会連続 6

回目)、サウジアラビア（3大会ぶり 5回目）です。 

 

■日本初出場以降の開催国、優勝国 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回 4 年後の開催国は中東のカタールで、その

次 2026 年は昨日(6 月 14 日)発表があったんです

が、なんとアメリカ、カナダ、メキシコの 3 か国

共催に決まりました。私が心配するのは移動が大

変だということです。 

 オリンピックにもサッカー競技がありますが、

年齢制限があるので、どうしてもＦＩＦＡよりも

レベルが落ちてしまいます。ＩＯＣが申し出てい

ますが、ＦＩＦＡとの差がなくなってしまうので、

このかたちでやっているようです。 

日本は 1998 年のフランス大会に初出場しまし

た。その前の 1993 年アメリカ大会の最終予選で、

この試合に勝ったら出場できるという試合のロス

タイム、直前でイラクに同点に追いつかれて土壇

場で逃げられ、予選敗退してしまいました。これ

を「ドーハの悲劇」と言います。 

逆に 4年後の 1997年、同じようなシチュエーシ

ョンでマレーシアのジョホールバルでイランに勝

利して翌年のワールドカップフランス大会初出場

を決めました。「ジョホールバルの歓喜」として

語り継がれている言葉ではないかと思います。 

 2002 年の韓国との共催の第 17 回大会が決まっ

ており、開催国は自動的に出場できますから、初

出場が開催国の時では格好がつかないので、どう

スポンサー契約収入 

放映権収入 

オリンピック    Ｗ杯 

年 開催国 優 勝 準優勝 出場国 

1998 フランス フランス ブラジル 32 

2002 日本/韓国 ブラジル ドイツ 32 

2006 ドイツ イタリア フランス 32 

2010 南アフリカ スペイン オランダ 32 

2014 ブラジル ドイツ アルゼンチン 32 

2018 ロシア ？ ？ 32 
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次回例会 
第 3156 回 ’18年 6 月 29 日（金） 

≪納 会≫ 
※お弁当を用意しますので、欠席する方は 
25日までに事務局へご連絡ください。 

お知らせ 
■津島ＲＣ会長杯ゴルフ会打上げ 
と き：6月 26日（火）18:00頃 
ところ：木曽路津島店 
その他：17：30にツシマウール会館から

送迎バスが出ます。 
  
 ■第 32回津島東高校ＩＡＣ例会 
  と き：6月 29日（金）16：00 
  ところ：津島東高校北館 2中教室 
 
 ■役員・理事・委員長会議（今年度打上げ） 
 と き：6月 29日（金）18：30 

  ところ：今半 名古屋ﾐｯﾄﾞﾗﾝﾄﾞｽｸｴｱ店 

してもフランス大会に勝つことは必要であったの

で、非常にいい形で初出場ができ、4 年後の日韓

大会が迎えられたと思います。 

 日本は 6 大会連続でワールドカップに出て、今

回のロシア大会では、直前に監督が解任になって

ドタバタの中で本大会に突入してしまったので、

おそらく状態は良くないのではないかと思います

が、応援するしかできないので、なんとか突破で

きるように、4 年に一度ですので応援していただ

きたいと思います。 

 ロシア大会の 1 か月間は、仕事もほどほどにし

たいと思っています。 

 

【吉田】 

皆様も「勝色（かちいろ）」の日本代表のユニホー

ムを着て、ボルシチやピロシキを食べながら、ウ

オッカを片手にサッカー観戦を楽しまれてはいか

がですか？ 本日は、ありがとうございました。 

 

【ワールドカップロシア大会 グループＨ日程】 

 

●6月 19日（火）21：00～ コロンビア戦 

〇6月 24日（日）24：00～ セネガル戦 

〇6月 28日（木）23：00～ ポーランド戦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 月 19 日、ＦＩＦＡランキング 61 位の日本が

グループＨの初戦で、同 16位の格上のコロンビア

に 2－1 でアジア勢として南米に初勝利しました。

前半 6 分で香川真司がＰＫを冷静に中央に蹴り込

み貴重な先制点を奪い、後半 28分で大迫勇也のヘ

ディングシュートで 2点目が決まりました。 

 
その他 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

「砂漠ゾウに会えました!!」(前編) 

  高木輝和君 

 6 月 8～20 日まで、

日本から遥か１万㎞の

アフリカ・ナミビアへ

行ってきました。11日

と 18 日㈪の夕方には、

Windhoek-Auas ＲＣの

例会に出席して、バナ

ーをプレゼントしまし

た。写真右端の女性が

会長です。 

また、ナミブ

砂漠のエトー

シャ国立公園

では、念願の砂

漠ゾウに会え

て大感激！ アフリカゾウが砂漠に適応して小型

化した特殊なゾウで、世界に 200 頭ぐらいしかい

ないのでなかなか会えないそうです。たくさんの

動物が見られて大満足の旅でした。（次週に続く） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊藤哲朗副会長 山田勝弘君 

司会頑張って

ます。前田昭

生会場委員 

また出席報告 

柴田伸彦親睦

活動委員 

相羽あつ子 

青少年奉仕 

委員長 

 今日は副会長が

おるで安心した

のに、ソングリー 

ダーだがや 

 6月29日にＩＡＣ

例会があります 

  大迫ハンパ

ないって！ 

西野ジャパン 

白星発進!! 


