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　皆さん、こんにちは。早いもので1月最終例会です。
明日は職業奉仕セミナーへ白壁委員長と2名で静岡へ
行ってきます。「職業奉仕から奉仕の理念へ」「2620地
区職業奉仕の現状と未来」の二部構成です。私は自分の
職業を通じて地域社会の人に奉仕するという態度を職業
奉仕だと理解しています。他界した祖父は軍人で父も軍
人経験のある自衛官でした。2013年中小企業白書によ
ると今、日本で子供が親の会社の後を継ぐ率は43％に
なっています。25年前は83％で、昔は「子供に家業を継
ぐ」という覚悟があって「当たり前のこと」でした。
　皆様も子供の頃、将来何になりたいか？と聞かれたと
思います。日本では昨年は学者が1位だったそうです（出
典：第一生命）。「野球選手」「サッカー選手」のスポー
ツ選手も多いです。また「公務員になりたい」という回答
もあるらしく、理由は「安定しているから」と答えるそうです。
また、日本では子供たちに「大人が楽しそうに働いている
か」という質問をすると楽しそうと答える子は0人だそうで
す。「そんな大人になりたくない」というのもわかります。
「自分の力では社会は変えられない」と思っている子供も
多いようです。そんな今だからこそ大人はもっと子供に職
業のことを伝えていく必要があります。働くことは傍（周り）
の人を楽にすることだといいます。ご縁のある人を楽しま
せたり、幸せにするということです。人はそれぞれ得意な
分野がありますが、特殊な技術がなく平凡な仕事でも傍
の人を喜ばせることができるのですから子供にそのことを
伝える必要があります。変化の激しい時代ですから、当
事者として今すぐ目の前の課題を解決していく。皆さん
の周りにそんな姿を子供に見せる頼もしい大人を増やし
ましょう。ＲＣの理念「最もよく奉仕する者、最も多く報い
られる」そして「超我の奉仕」は、子供の目に自分の将来
に夢を抱けるような大人の存在です。私は反面教師にな
らないよう気をつけます。きっと白壁職業奉仕委員長は
子供たちに背中を見せて行動してくれると思います。あり
がとうございます。

ゲスト  渡邉　隆司様（アスルクラロスルガ㈱　代
表取締役社長）、岩田　恵典様（アスルクラ
ロスルガ㈱　運営担当）、吉田　謙様（アス
ルクラロ沼津　監督）

ビジター  久松　　但君（沼津西）
他ＲＣ出席  細澤君・實石君・積君・山口君（1.20米山梅

吉記念館運営委員会）、石渡君（1.23沼津北）

欠席者（9名）
藤田君、金子君、髙地君、楠木君、
峯村君、森藤君、長橋君、望月君、
向坂君
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2月2日（金）
　持ち回り例会　うなぎ処 京丸様　工場見学
　（12:30点鐘） 例会場所：うなぎ処 京丸

2月9日（金）
　会員リレートーク
 東　　宗徳君・實石　　学君

アスルクラロ沼津の
10年計画
　アスルクラロスルガ㈱
 代表取締役社長 　渡邉　隆司様

卓話 

１ ．例会変更のお知らせ
　沼　津　北…2/27（火）は2/25（日）
 静岡第3分区ＩＭ
２ ．1/27（土）地区職業奉仕セミナー
⇒吉野会長・白壁職業奉仕委員長　2名出席予定

1月合計　21,000円
石川（三）君…配偶者誕生日と結婚記念日のお祝い、
ありがとうございます。
石渡君…体調不良のため例会を2回欠席しました。
その際、東先生に大変お世話になりました。
北澤君…アスルクラロ沼津 渡邉社長、吉田監督、
本日の卓話よろしくお願いします。
吉野君…本日のメインプログラム 渡邉社長の卓話、
吉田様と岩田様にもご同席いただきありがとうござ
います。

　アスルクラロスルガ㈱は2017年よりＪリーグに
参入したアスルクラロ沼津を運営する法人で、サッ
カー・新体操・テニス・チアリーディングなど様々な
スポーツを通して子どもたちの健全育成を行う（一
社）アスルクラロスポーツクラブと車の両輪となり地
域に根ざしたスポーツクラブを目指し活動している。
　アスルクラロは1990年に副会長の山本浩義が
立ち上げた。“アスルクラロ”とはスペイン語で“明る
い青”を意味する。ユニフォーム左胸のエンブレム
には空、沼津のＮ、富士山、駿河湾などこの地域
のシンボルが組み合わさるデザインとなっている。
　また、我々の活動はＪリーグ百年構想の考えと合
致しており、誰もがスポーツをする・見る・支えると
いう環境づくりを整備している。また、トップチームが
Ｊリーグに参加することは未来を支える子どもたち
の夢を創造することに繋がる。今まで静岡県は西部
地区、中部地区にＪリーグチームやサッカー強豪
校が存在していた。東部地区の子どもたちは目指す

べき場所をそちらに向けていた。我々が泥臭く、粘
り強く戦うスタイルを貫くことで、その図式を変えて
いくことになる。そしてその結果こそ、最大の地域
貢献になると考える。
　Ｊ3には全17クラブが参戦しており、北は秋田や
盛岡、南は沖縄のチームと対戦することになる。昨
年の遠征では荒天等により様々なトラブルに直面し
たが、チームの団結力でアウェイ戦を戦い抜くこと
ができた。ホームゲームにも一昨年の人数を超える
多くのサポーターにご来場いただいた。最終的に
初年度でありながら優勝戦線に絡むことができ、3
位という結果で終了した。
　今後の課題はＪ2ライセンスを取得することであ
る。新聞等メディアでも報道がある通り、Ｊ2基準
のスタジアムへの改修とＪ1基準の新スタジアム建
設を目指す。沼津市、（一社）静岡県サッカー協会
東部支部、アスルクラロスルガ㈱が三者連名とな
り、この2月に『静岡県東部地域サッカースタジアム
構想連絡会（仮称）』を発足させる。昨年7月末に発
表した10年計画では2027年にＪ1に参戦すること
を目標立てている。静岡県東部地区全ての方々に
応援され、誇りとなるクラブとなれるように今年は2
年目のＪ3を戦う。スローガンを『全力前力～前へ 
全力アスル～』とし、常に前を向いて戦う姿勢を今
年は発揮していきたい。また勝負の1年が始まる。

新会員紹介
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（渡邉（雅）君・實石君紹介）

◆第8回定例理事会
　2018.1.26（金）13:40～　出席者16名
【報告事項】
１．2017-18年度忘年家族会収支報告について
２ ．1/11（木）（一社）沼津青年会議所2018年度
賀詞交歓会出席 ⇒吉野会長・村上幹事2名出席 
会費5,000円×2名支出

【議事】
１．2月例会プログラムの件　承認

2月9日 会員リレートーク
 東　　宗徳君・實石　　学君

2月16日 祝日休会

2月23日 会員リレートーク
 石川　秀雄君・野際　宏行君

2月25日 例会変更 3/2（金）→2/25（日）
静岡第3分区ＩＭに振替

3月2日 振替休会

２．2/2移動例会の件　承認
３．「ＲＩ意義ある業績賞」推薦のお願いの件
承認　⇒推薦なしで回答する
４．姉妹クラブ・友好クラブアンケートの件
承認　⇒該当なしで回答する
５．新会員野口君所属の件　承認
⇒親睦委員会、緊急連絡A-2、会員増強2組
６．親睦旅行の件　承認
⇒5/20（日）に開催する。内容は検討中
７．事務局移転の件　承認
⇒移転候補先を調査する

理事会だより

ロータリーの標語　超我の奉仕
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