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◆ 会長挨拶
平田徳久会長
皆さんこんにち
は。先週はまたまた
自然 大 災 害 が あ り
ました。ご存知の通
り「北海道胆振東部
地震」です。気象庁
の発表では 9 月 6 日
(木)の午前 3 時 7 分
59.3 秒、北海道では初めての震度 7 だそうです。今
日現在、死者 41 人の被害状況で心よりご冥福をお祈
りします。2770 地区より、また義援金の案内がある
と思いますので、その節はご芳志の程宜しくお願い申
し上げます。特に厚真町吉野地区は広い範囲で土砂崩
れが発生し、13 世帯中 11 世帯が巻き込まれ、住民 34
人中 19 人がお亡くなりになり、壊滅的状態だそうで
す。軽石の地層の関係にプラスして、前日の台風 21
号を含め、この 6 月から 8 月の降水量は平年の 1.6
倍と多かった事から土壌には多量の水を含んでいた
と考えられ、偶然が偶然を呼び起こし、想定外の大惨
事になったのでしょう。映像で見た、山津波の状況に
はゾッとしました。また大規模停電の「ブラックアウ
ト」にも考えさせられる物があり、高度化した電気依
存の社会生活の弱さも痛感しました。実は私は震度 6
強の地震は経験しています。今は去る平成 16 年 10
月の新潟県中越地震です。本震は 10 月 23 日 17 時 56
分に発生し、阪神淡路大震災に続く、観測史上 2 回目
の震度 7 を記録しました。前の会社で、その時営業の
トップをしておりましたので、何はともあれお客様第
一で社長に代わりお見舞いに行きました。お見舞い途
中、本震に引けを取らない震度 6 強の余震を体験した
次第です。ガソリンスタンドで給油中でしたが、頑丈
なスタンドの施設が崩れ落ちるのではないかと生き
た心地が致しませんでした。本当に怖かったのを思い
起こしました。この夏は、列島のあちこちで自然災害
が繰り返され、こんな夏は過去にあったでしょうか？
日常の暮らしが一瞬にして失われる自然災害。本当に
恐ろしいと思います。大自然の前に人間など非力であ
りますが、備えあれば憂いなし。自己責任において出
来るだけの備えをしたいものです。

また明るい話もありました。9 月 8 日の大坂なおみ
さんの全米オープンテニス優勝です。日本人選手によ
る初の四大大会優勝に日本中が歓喜しました。何しろ
相手は四大大会 23 勝のセリーナ･ウィリアムズです
から尚更です。20 歳、日本の若者も捨てたものでは
ありません。益々の活躍を期待したいものです。
今日の卓話は奇しくも、バスケットボールの越谷ア
ルファーズです。近い将来、越谷市民と共に優勝の喜
びを分かち合えたら最高ですね。
以上をもちまして会長挨拶とさせて頂きます。あり
がとうございました。
◆ 理事会報告
若海宗承幹事
第 3 回定例理事会報告（平成 30 年 9 月 4 日）
1、10 月のプログラム
が承認されました。
11 月のプログラムは
継続審議中です。
2、11 月 18,19 日(日,
月)に親睦旅行を伊
勢方面にて開催する
事が承認されました。
3、キャンベルタウン RC60 周年記念式典に出席するに
あたり、記念品の検討がされました。
4、10 月 16 日の例会よりロータリーの友の取材を受
ける事が報告されました。
◆ 委員会報告
◎ 米山記念奨学委員会
中島美三郎委員長
本日、丹田会員から 10 万円の寄付を頂きました。
現在通算で 41 万円です。越谷 RC の目標額は 250 万円
で、トータルしますと 1,852,500 円でございます。あ
と 70 万円です。一人最低 2 万円という目標ですので
ご協力宜しくお願い致します。
◎ 親睦活動委員会
近藤正成副委員長
9 月 25 日 18 時より夜間例会をレイクタウンで開催
致します。例会の後の懇親会はバーベキューを開催致
します。10 月 25 日フレンドシップ C.C で親睦ゴルフ
コンペを開催致します。多くの方の参加をお待ちして
おりますので宜しくお願い致します。
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◆ R 財団感謝状等授与
平田徳久会長
ベネファクター
「浅見冨司雄会員」
PHF マルチ 8 回
「山田二三夫会員」
〃 5 回「須賀定吉会員･江原武男会員」
◆ゲスト卓話
プロバスケットチーム「越谷アルファーズ」
◎ ㈱フープインザフッド代表取締役 浅井英明様
本日はこのよう
な貴重なお時間を
頂きましてありが
とうございます。
我々は越谷アルフ
ァーズといいまし
て B リーグというバ
スケットボールリ
ーグに所属するチームです。
今シーズンより頭に越谷という地名をつけさせて
頂きまして「越谷アルファーズ」として越谷の看板を
しょって戦っていく事になりましたので本日ご挨拶
に参りました。本日はヘッドコーチも来ておりますの
で、私の方からは B リーグの説明やチームが越谷に来
た経緯を簡単に説明させていただきます。
B リーグについてですが、B リーグというのはまだ
できたばかりで今シーズンで 3 シーズン目(3 年目)に
なります。2016 年秋に開幕しニュースや新聞等でご
存知の方もいらっしゃると思いますが、もともと日本
には二つのリーグがありました。NBL と BJ リーグと
いう二つが存在していましたが、国際連盟から国際試
合の出場禁止の制裁等が下されまして、やっと二つの
リーグが一つにまとまろうという事でしたが、時間が
かかり J リーグの生みの親でもあります川淵チェア
マンが来て下さってやっと二つのリーグがまとまる
事になりました。日本バスケットボール協会の再建の
一つ、柱として B リーグは誕生しました。
リーグは 3 つのステージに分かれています。B1、B2、
B3 で我々は B3 で戦っているチームです。今シーズン
この B3 で優勝して更に入れ替え戦で勝つと来シーズ
ン B2 に上がれます。まずはそこを目指して頑張って
いるところです。強ければ B2 に上がれるわけではな
く、色々な条件があります。まずは体育館ですが、越
谷市の皆さんの理解を経て優先的に使わせて頂く事
になりました。B2 で 3,000 人規模、B1 で 5,000 人規
模という体育館を確保しなければならないのですが、
越谷市総合体育館は 5,000 人規模ということで B1 ま
で目指せる体育館となっています。後は、経済面でも
しっかりとした蓄えがなければ B2、B１に上がってい
けません。こちらの方は地元企業様、5 市 1 町にご協
力頂きながら上に上がっていくという事になります。
現状、幾つかの企業様からスポンサードを頂いており
ますが、まだメインになるところは決まっておりませ

んので、もし協力したいという企業様がいらっしゃい
ましたらお声がけ下さい。宜しくお願いします。
もともとアルファ―ズというのは大塚商会という
企業のバスケットボールチームでした。それがプロを
目指すにあたり、フープインザフッドという会社に譲
渡されたという形となっております。B3 は 10 チーム
あり、遠いところだと鹿児島・岩手、そういったとこ
ろにも越谷の看板をしょって戦っていきます。応援宜
しくお願い致します。
ファンクラブも始まりまして、まだまだ 150~200
人ほどですが、これが 1,000 人、1 万人となるような
チーム作りをしていきたいと思っておりますのでご
協力宜しくお願い致します。
◎ 「越谷アルファーズ」ヘッドコーチ 青野和人様
皆さんこんにち
は。越谷アルファー
ズのヘッドコーチ
をしております青
野と申します。自分
の哲学等もまじえ
ながらお話したい
と思います。
バスケットボールの魅力ですが、ルールはかなり複
雑なものとなっています。サッカーや野球と異なり、
ルールが毎年更新されどんどん変わっていきます。例
えば 3 ポイントラインというものがあり、遠いところ
から入ったら 3 点というものですが、それが 50 セン
チ後ろになったり、ファールも打つ数が変わったり、
ルールが非常に変わるスポーツです。
お手元の資料に選手が載っていますが、この後に更
新をしてメンバーが入れ替わっており、ここに記載さ
れていない選手もいます。バスケットボールの半分の
コートを使った 3 オン 3 というものがありますが、そ
の日本代表の落合選手という選手も加入しています。
外国籍の選手もいます。その内の一人が、一つ上の
B2 で MVP をとった選手です。非常に得点力もあり明
るくファンサービスも上手な選手です。会場でご覧に
なる際には、ディフェンスでボールを持っていない選
手も見て頂いて、コートの中にボールは一つですが、
5 対 5 のスポーツなのでボールがないところでの頑張
りに目を見張るところがあります。また皆さんお気づ
きだと思いますが、身長が高い選手が多いと思います。
平均身長 191.4cm あります。バスケットボールが他の
スポーツと大きく違うところは、24m×27m の長方形
の中で非常に大きい選手がガンガンぶつかり合って
高く飛んだりする格闘技的な感覚で大男たちを見る
事ができる迫力があるスポーツです。
今日は、ホスピタリティの素晴らしさに感動してい
ます。コーヒーのタイミングも最高でした。皆さんの
団結力、チームワークを見習って自分のチームに反映
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させて頂けたらと思っております。また、なんとかロ
マン君をうちのチームに入れる事はできないかなと
考えております。もしメンバーが空いた際にはすぐに
声をかけたいと思っております。
数年前から車の越谷ナンバーが出来て認知度が上
がったように、試合の得点の掲示板に越谷という地名
がのる事で越谷の皆さんに応援されるチームを作り
ます。一人ではできないバスケットボールです。チー
ムのために自分は何ができるか、一生懸命やる、熱い
バスケットボールを展開していければと思います。自
分もこのチームになって 6 年目です。皆さんと共に戦
うエネルギーを頂きながら上位ではなく、優勝を目指
して頑張りたいと思います。是非応援･ご支援宜しく
お願い致します。今日はありがとうございました。
◆ 活動支援金授与
平田徳久会長
◎ 文教大学 RAC 会長 袁 斌さん
皆さんこんにち
は。文教大学 RAC 会
長を務めます袁 斌
と申します。いつも
ロータリアンの方
にお世話になりま
して誠にありがと
うございます。自分
の出身地は中国の河南省です。今、登録しているメン
バーは 8 人で少ないと考えています。いま文教大学は
新学期が始まったばかりで新入生が入学しました。こ
の際に新しいメンバーを募集したいと思います。これ
からの主な活動を紹介します。9 月 23 日に北越谷で
清掃活動を行います。皆さんもご参加ご指導お願い致
します。10 月 28 日の越谷市民まつりでは模擬店を出
して水餃子を作ります。バザーの販売も復活したいと
思います。最後に 1 年間宜しくお願い致します。
◎ 文教大学RAC幹事 ウスガラさん
皆さんこんにち
は。私は文教大学大
学院 1 年生のウス
ガラと申します。出
身地は中国の内モ
ンゴルから参りま
した。今、自分の民
族の伝統文化につ
いて研究をしています。今年は文教大学 RAC の幹事の
役を務めさせて頂いております。今までご協力頂きあ
りがとうございます。これからも宜しくお願いします。
◆ ビジター･ゲスト紹介
越谷アルファーズ代表 浅井英明様
ヘッドコーチ 青野和人様･田村理恵様、
文教大学 RAC 会長 袁 斌さん･幹事 ウスガラさん、
交換留学生 ロマン君

◆ スマイル報告(敬称略)
＊①越谷アルファーズの浅井英明様、卓話ありがとう
ございました。大活躍を期待しております。②文教大
学 RAC 袁会長･ウスガラ幹事ようこそ越谷 RC へ。一年
間頑張って下さい。③ﾛｰﾀﾘｰ財団感謝状をお受けにな
られた浅見さん･山田さん･須賀さん･江原さんありが
とうございました。/平田徳久会長
＊①「越谷アルファーズ」の活躍を期待しております。
②文教大学 RAC 袁会長･ウスガラ幹事ようこそ越谷 RC
へ。楽しい活躍を皆様で行って下さい。③吉野さん先
日は大変お世話になりありがとうございました。ゴル
フ場であのような美味しい鰻重が食べられるとは思
っていませんでした。/若海宗承幹事
＊バスケットボール 越谷アルファーズの浅井様･青
野様･田村様ようこそ越谷 RC へ。活躍を期待していま
す。/大野光政
＊越谷アルファーズ頑張って下さい。ファンクラブに
も入会させて頂きます。/中島美三郎
＊①越谷アルファーズのご活躍を期待致します。②文
教大学 RAC 袁会長･ウスガラ幹事ようこそ越谷 RC へ。
/須賀定吉
＊浅井社長始め越谷アルファーズの皆様卓話ありが
とうございます。応援したいと思います！/澤田裕二
＊越谷アルファーズの皆様、今日は卓話ありがとうご
ざいました。②文教大学 RAC 袁会長･ウスガラ幹事よ
うこそ越谷 RC へ。また例会にお邪魔させて頂きます。
/坂巻邦夫
＊①浅井英明さん「越谷アルファーズ」強い魅力的な
チームを作って下さい。みんなで応援します。②文教
大学 RAC 袁会長･ウスガラ幹事ようこそ越谷 RC へ。大
役頑張って下さい。/森 仁三
＊①誕生祝いありがとうございます。②先日の夫人部
会、女房が大変素晴らしかったと喜んでいました。親
睦の皆さんありがとうございました。③先月 17 日か
ら 22 日まで北海道:札幌に家族 10 名で実家の墓参り
に行ってきました。実家は札幌市清田区にありますが
液状化の被害が無くホッとしております。/丹田益生
＊文教大学 RAC 袁さん･ウスガラさん本日はご苦労様
でした。活動頑張って下さい。ライラ研修も宜しく！
/増元 晃
＊前年同時期よりも 1 ヵ月分ほどスマイルの集まり
が悪くなっております。皆さん改めてスマイルを宜し
くお願いします。/木村淳一
＊日一日と秋めいてまいりました。今後共宜しくご指
導のほどお願い致します。/清水勝吉
＊越谷アルファーズの皆様、卓話ありがとうございま
す。ご活躍を期待しています。/中島雅樹
＊越谷アルファーズのお話を伺いファンになりまし
た。頑張って下さい！/中川美紀
＊先週金曜にＲＬＩに参加してまいりました。ロータ
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リーの奥深さが実感できる、とても有意義なセミナー
でした。一緒に参加された木村さん･中島雅樹さんお
疲れ様でした。/小暮直正
＊牛を探しに沖縄に行くので早退させて頂きます。
9/25 のＢＢＱ宜しくお願いします！/近藤正成
＊越谷アルファーズ応援しています。/小室伸和
本日 26 件 28,000 円
累計 515,500 円
◆ 出席報告
本日出席率 61.29 ％
会員数 98 名
出席者数
57 名
出席免除者数 19 名

「越谷アルファ―ズ」
めざせ B2 応援してます！

中島美三郎米山記念奨学委員長

近藤正成親睦副委員長

ロータリー財団表彰の皆様

江藤真吾出席委員長

文教大学 RAC

袁斌会長・ウスガラ幹事

若きグローバルリーダー
木村淳一スマイル委員長
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