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◆会長／平田 徳久 ◆副会長／須賀 定吉 ◆幹事／若海 宗承 ◆ｸﾗﾌﾞ広報委員長／横家 豪
ましたのでご確認下さい。
◆ 会長挨拶
平田徳久会長
◆ 委員会報告
改めまして皆さんこんにちは。
◎ 米山記念奨学委員会
中島美三郎委員長
二週続けて会場が変
吉村会員より
2
万円ご寄付頂き、個人トータル
10
更となり、久々にこ
万円になりました。全体としては当初の目的を優に達
こ産業会館での例会
成し 250 万円オーバーです。引き続き皆様のご協力宜
であります。と言っ
しくお願いします。
ても来週の例会は 26
◎ 雑誌広報委員会
吉村総一委員長
日土曜日に行われる
縦書き4～8頁です。多数の著書がある坂本光司さ
ＩＭの振替で、又お
んの「五方良しの経営学」という記事を紹介致します。
休みになりますので
非常にためになる記事かと思いますので、是非皆様ご
くれぐれもお間違え無きようにご注意願いします。
さて、本当に早いものでお正月も半ばとなりました。 一読下さい。
若海宗承幹事
しかしながら経営者の皆さんにはまだまだ新年会の ◎ お知らせ
越谷法人会青年部会の企画紹介です。「銀だこ」で
連続で体を酷使していることと拝察いたします。
寒さも一段と厳しくなり風邪も大分流行っているよ 有名な澤野社長が講師を務める「中卒社長の奮闘記」
うですので、どうかお体をいたわり逞しく乗り切って を 2 月 14 日 17 時半～サンシティホールで開催します。
頂きたいと思います。いつもお話していますように、 是非ご参加下さい。
親睦活動委員会
企業の命運と言いますか、緊張感・ありようは、その ◆ 誕生・結婚祝
企業トップの身心の状態に即連動いたしますので、く 誕生祝：蓮見典史、斉藤順彦、加藤正信、中島雅樹
結婚祝：大野光政、中島美三郎、今井陽子、牛久祐一
れぐれもお気を付け頂きたいと思います。
今日は次第にありますように、ゲスト卓話を、「ア
ジアの笑顔」と題し、大宮アルディージャの秋元利幸
様にお願いしています。たっぷりとお話を伺いたいと
楽しみにしています。
そして結婚・誕生祝、ロマン君とのバナー交換と盛
りだくさんですので会長挨拶は以上とさせて頂きま
す。ありがとうございました。
◆ 幹事報告
若海宗承幹事
1、本日例会終了後に
2 階研修室にて定例
理事会を行います。
理 事 ･ 役員 の皆 様 ご
出席宜しくお願いし
◆ バナー交換
ます。
2、来週 22 日の例会は 26 日(土)に開催される I･M に ボス･ロマン君ｽﾎﾟﾝｻｰｸﾗﾌﾞ
(WAVRE RC）
振替となっております。尚、I･M は午後 2 時点鐘とな
っております。多くの皆様のご出席宜しくお願い致し
平田徳久会長（越谷 RC）
ます。
3、ロータリーの友･ガバナー月信等を BOX にお入れし
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◆ 職業奉仕月間に因んで 「アジアの笑顔」

われました。私が最
大宮アルディージャ事業本部グローバル推進マネージャー
初に訪問したのはカ
秋元利幸様
ンボジアです。その
カンボジアで見たの
講師紹介：岡田直己職業奉仕委員長
本日の講師をご紹介します。越谷市出身昭和 47 は、サッカーコート
年生まれ。大宮東高校出身。インターハイ･国体優 一面の広さに広がっ
勝経験あり。全国大会でベスト 8 経験あり。高校卒 ているゴミの山でし
業後、早稲田大学に進学し、全日本大学選手権優勝 た。悪臭で数分とい
三回･準優勝一回。同チームのキャプテンを経験。 られないような場所でした。そのゴミの山でゴミ漁り
大学卒業後、徳島ボルティスとプロ契約。越谷で最 をしている現地の子供達がいました。なぜゴミ漁りを
初のプロＪリーガーになります。プロ引退後、大宮 しているのかというと、ゴミの中から金目のものを探
アルディージャに所属し現在の役職に至っていま している。つまり彼らの仕事なんです。その子供達は
す。埼玉ラオス友好協会の顧問。当クラブ会員の高 貧しくて学校に行く事すらできない。そんな彼らを見
橋和彦氏と一緒にラオスに行ったりするなど、越谷 て、家でゲームをしている･食べ物にも困らない自分
RC とも縁のある方です。昨年、パシフィックリー の子どもはなんと恵まれているのかと大変なショッ
グのセカンドキャリアに関するアドバイザーに就 クを受けました。私がアジアで活動をするなら、こう
いう貧しい子供達を、サッカーを通じて笑顔にしたい
任する等、多方面でご活躍されております。
と思い、アジアで活動をする事にしました。
エ.最初の活動
当時の社長からは「秋元、予算はないけどスポンサ
ーをつれてきたら全額使っていい。」と言われていま
した。カンボジアの次のラオスに行った時の事です。
現地でＪＣＢカードが使える店のパンフレットがあ
るのを発見して、ふとＪＣＢがスポンサーになってく
れるかもしれないと思いつきました。本当に私は人に
恵まれており、丁度、早川君という後輩がＪＣＢに就
職していた事を思い出し、早川君にお願いをしました。
当時の体育会系の部活の鉄則として、4 年生のキャプ
テンの命令に対して後輩の答えは「はい」か「イエス」
か「喜んで」の三つしかない。早川君もその鉄則の通
ア.自己紹介「アジアの笑顔」
り快く応じてくれました。ＪＣＢ自体がＪリーグのス
皆さん。大宮アルディージャをご存知ですか？赤い ポンサーであった事もあり、予算をつけてもらい、活
チームの方になじみがあるかもしれません。私が本日 動を開始した最初の年からサッカー教室を実施する
ここに来たのはアルディージャのサポーターを増や 事が出来ました。ＪＣＢのユニフォームを着てサッカ
す目的もあります。自己紹介ですが、先ほどのご紹介 ーをできるという事で、子供達もとても喜んでサッカ
に補足すると、中学は越谷市立新栄中学校で、木村さ ーを楽しんでくれました。
んの後輩になります。大宮ではかれこれ 20 年働いて オ.アジアでの活動
います。強化部、広報を経て、その後、事業部広報チ
本当に私は運が良くて、周囲の人間に恵まれていま
ーム･広報プロジェクトマネージャーを経て、現在の した。越谷 RC の高橋和彦さんが所属するラオス友好
役職になります。
会と共に行動しラオス首相との面会もかないました。
イ.クラブ・Ｊリーグの理念
ＪＣＢの早川君も普通にビジネスでは会えない首相
私どものクラブの理念は「スポーツを通じて夢と感 に会えた事で、この年の社長賞をとっています。二年
動を分かち合える。よりよい地域社会への貢献」です。 目からＪＣＢはミャンマー･カンボジア･インドネシ
そして、Ｊリーグ自体の理念として「国際社会におけ アと活動する国を増やしてくれました。予算も増えま
る交流及び親善」があります。したがって大宮アルデ した。活動範囲も増えました。これから約 3 分のスラ
ィージャのアジアでの活動というのは、チームとして イドショーを上映しますのでご覧ください。
もＪリーグの 1 チームとしても、理念にのっとった活 ～実際のアジアでのサッカー教室等の活動のスライ
動をしているという事になります。
ドショー～
ウ.アジアでの活動をするようになった動機・きっかけ
この写真にあるミャンマーの孤児院の子ども達と
アルディージャの社命で国際的な活動をするよう言 サッカーをした時の事です。突然のスコールで泥だら
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けになりながらサッカーをしたのですが、終わった後、 ブダビの現地新聞にも掲載されました。2018 年には
私のユニフォームがない。さては盗まれたかと思った アブダビの石油権益が 40 年延長できたと経産省から
ら、子供達が手洗いで洗濯してくれていたのですね。 Ｊリーグに御礼がありました。自分のお蔭だとは言い
少しでも疑った自分が恥ずかしくなりました。この事 ませんが、少しは日本の国益になれたのかなと思いま
はすごく私の心に印象深く残っています。
す。
カ.活動地域・内容の更なる広がり
キ.現在の活動・将来の活動
ＪＣＢのサッカー教室から始まり、これが徐々に
写真はコオロギやカエルの素揚げです。これは私の
色々な所へと波及しました。日本大使館･JICA･JETRO、 大好物です。これらは現地の貴重なたんぱく源。コオ
様々な所から一緒にやろうと声をかけてもらいまし ロギはエビ。カエルはカエルの味。アルディージャの
た。JICA ではラオスで作った団扇を日本で売ろうと 前身は NTT 関東で、NTT グループの各企業が出資企業
いう企画をしたり、元なでしこジャパンの佐々木監督 です。その関係で、最近、NTT がベトナムでサッカー
と一緒にブラジルに行って国際貢献活動を視察した 教室を開催し、NTT とも共同で事業が出来ました。そ
りしました。また国際交流基金との活動ではアルディ の事業では現地の孤児院にも行きました。孤児院では
ージャがラオスのオリンピック選手の指導をしてい 着る服は一着しかなく、親と一緒に住めない。ランチ
ます。ラオスの選手達を日本に呼んで強化もしました。 ボックスは干からびたごはんのかたまり一つという
彼らは、日本に来てどこに行きたいと聞くと「スパイ 本当に貧しい子供達と触れ合いました。彼らと触れ合
クが買いたい」「日本のスパイクが欲しい」と言うの う中で、彼らにも何かしてあげたいと強く思いました。
で、スポーツショップに行くと彼らがうなだれてしま また NTT グループがラオスでビジネスをスタートし
った。どうしたのかと聞くと彼らの両親の平均月給が たいと思っても、現地のライセンスが取れなくて困っ
日本円で二万円。彼らの小遣いじゃとてもスパイクは ている。この時、私のつてを通じてライセンスを取得
買えないというんですね。そこで、この話をアルディ できないだろうかという打診がありました。私の飲み
ージャの選手やコーチ達にしたところ、彼らは自分達 仲間がラオスの副大臣だったりするので、面会は可能
が使わないグローブやスパイクを彼らにプレゼント になりました。ただ、会わせる事は出来るが、NTT は
し彼らは大喜びでした。アルディージャはそんなあっ ラオスで何をするのかという目的、そして誰が来るの
たかいチームなんです。また、JETRO 健康長寿広報展 かを明らかにしないと会えないという話になってい
で、アルディージャが呼ばれてベトナムに行ったとこ ます。この話はこれからの将来の話になります。
ろ、二日で 2,000 人もの参加者が殺到し非常に好評で ク.最後に
した。そのため、次の年はインドネシアでもやりまし
私はサッカーを通じて色々な国の要人と会えるよう
た。この時は当地のＡＫＢ48 であるＪＫＴ48 も一緒 になりました。どの国にいっても全権大使と会う事が
に参加してくれました。更に、経産省エネルギー庁･ 出来ました。昨年、ミャンマーと鶴ヶ島市がオリンピ
補助金事業で、私が担当者に「アルディージャはアジ ックに向けて提携しました。ここでも私は、先ほどの
アで笑顔を届けている。いずれアルディージャのチー ミャンマーの感動話(盗まれたと思ったら洗ってくれ
ムをラオスに作りたい。」という話をしたら、アブダ ていた)を披露しました。昨年 7 月にラオスの官房長
ビにアブダビ―ジャを作ってくれないかという話に 官が来日した際に、背番号 12 のアルディージャのユ
発展しました。アブダビの王族にはサッカーが大好き ニフォームを着てもらい、これを着たという事は、あ
な人物が多く、経産省所管の石油権益事業の関係で、 なたもアルディージャの一員なんですよと言ったら
アブダビの王族へ日本のアピールをしてもらいたい 喜んでくれました。私は本当に周囲の人間に恵まれて
と。私は持前の行動力でアブダビに行って、日本国際 います。埼玉新聞の一面でも私の活動を紹介してもら
協力センター(ＪＩＣＥ)の支社長を紹介され、2020 いました。犯罪以外で私が新聞に載るとは思ってもい
年の東京オリンピックに向けて、日本とアブダビの選 ませんでした。しかもこの時、一面で同時掲載されて
手がお互い磨きあえるような関係を築きませんかと いるのが浦和レッズの無観客試合(※浦和レッドダイ
訪問しました。先方はアルディージャの事は知りませ ヤモンズのサポーターが人種民族差別を想起させる
んでしたが、チームとではなく、組織とだったら関係 横断幕を掲出したペナルティーとして浦和レッズが
を持てると言われました。そこでＪリーグが主体とな J リーグ史上初の無観客試合を開催した事件)。紙面
ってアルディージャがその中心になって石油の権益 では我々はレッズとは対照的に「アジアでやる」とい
に関する事業が始まりました。私達はユースの選手を うのをアピールできました。JCB の早川君も埼玉新聞
連れて行って、ホーム＆アウェーで試合をしました。 で紹介されました。今日もこのような機会を頂いて自
日本の子たちも最初は不安がっていましたが、行った 分がいかに人に恵まれてきたかという事を実感させ
ら中東は安全、しかも豪華だという事が分かり、また られています。今日の越谷 RC だけでなく、デロイト
行きたいという子もいたくらいでした。この事業はア トーマツさんや各種企業･団体で講演を頼まれる事が
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あります。私のこういった話も「平和（やわらぎ）」
「親睦（むつみ）」に繋がるんじゃないかと思ってい
ます。是非アルディージャのスポンサーになって下さ
い。そして生まれも育ちも越谷の秋元を今後とも宜し
くお願いします。
◆ ビジター･ゲスト紹介
大宮ｱﾙﾃﾞｨｰｼﾞｬ事業本部ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ推進ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 秋元利幸様、
米山奨学生 朱 怡睿さん、交換留学生 ロマン君
◆ スマイル報告(敬称略)
＊①大宮ｱﾙﾃﾞｨｰｼﾞｬ秋元利幸様本日は卓話ありがとう
ございます。益々のご活躍･ご発展を応援します。②
その②，秋元様お話を聞いて感動を頂きました。素晴
らしい経歴は「越谷の星」ですね！③今月、結婚･誕
生祝の皆様おめでとうございます。健康で益々のロー
タリーライフをお楽しみ下さい。/平田徳久会長
＊①秋元利幸様、本日は卓話ありがとうございます。
大宮ｱﾙﾃﾞｨｰｼﾞｬの素晴らしい活動を知る事ができまし
た。また岡田委員長ご紹介ありがとうございました。
②来週 26 日に開催されます IM のご出席宜しくお願い
致します。③越谷法人会青年部会では 2／14 (木) 17
時半からコミセンにて公開講演会を開催致します。本
日 皆様の BOX へチラシを入れさせて頂きました。素
晴らしいﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝﾃﾞｰﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄとなりますので参加のほ
ど宜しくお願い致します。/若海宗承幹事
＊①結婚祝いありがとうございます。これからも頑張
りたいと思います。②秋元利幸さん「稲門会」への入
会お待ちします。/大野光政
＊大宮ｱﾙﾃﾞｨｰｼﾞｬ秋元利幸様、卓話ありがとうござい
ました。/井橋吉一
＊①秋元利幸様、本日はとても心温まるお話ありがと
うございました。②結婚祝いありがとうございます。
47 年経過しました。47 年前は良かったけど！今は…。
/中島美三郎
＊越谷出身の初Ｊリーガーとは知りませんでした。
益々のご活躍を期待しております。/新井 進
＊あけましておめでとうございます。今年も一年皆様
方にはお世話になりますが宜しくお願い致します。/
山田二三夫
＊秋元利幸様 卓話ありがとうございます。楽しく拝
聴させて頂きました。/須賀定吉
＊大宮ｱﾙﾃﾞｨｰｼﾞｬ秋元様、卓話ありがとうございます。
来年はＪ1 昇格しますようにご祈念します！/澤田裕
二
＊大宮ｱﾙﾃﾞｨｰｼﾞｬ秋元利幸様、素晴らしい経験の卓話
ありがとうございました。/坂巻邦夫
＊①大宮ｱﾙﾃﾞｨｰｼﾞｬ秋元利幸様、本日は楽しいお話を
ありがとうございました。②平田会長･若海幹事、無
事前半を折り返しましたね！後半も楽しいクラブ運
営を宜しくお願い致します。/森 仁三
＊所用のため早退致します。申し訳ありません。/浅

見冨司雄
＊R 財団寄付 昨年に石河 P 会長より普通よりちょっ
と多めに、そして川崎会員、企業ﾛｰﾀﾘｱﾝの橋本会員よ
り小額ではありますが頂きました。また本日 吉村会
員から普通に頂きました。ありがとうございました。
/豊田高行
＊誕生祝いありがとうございます。後 2 年で還暦です。
頑張って仕事をしたいと思います。/斉藤順彦
＊大宮ｱﾙﾃﾞｨｰｼﾞｬ秋元利幸様、大きな社会貢献をなさっ
ておられ本当に素晴らしく感動しました。/丹田益生
＊秋元様 今日は有意義で面白い卓話ありがとうござ
います。オレンジのチームのファンになりました。/
増元 晃
＊①秋元君、世界での活躍に感心しました。今度は越
谷 RC での活躍をお待ちしていますよ！先輩からの返
答は「はいとイエスと喜んで」ですよね。②新年会で
は柔軟すぎるスマイル発表で一部の方には不快な思
いをさせてしまい失礼致しました。/木村淳一
＊結婚祝いありがとうございます。バラの花束が届く
のが何よりの楽しみです。/今井陽子
＊誕生祝いありがとうございます。大宮ｱﾙﾃﾞｨｰｼﾞｬ秋
元さん卓話ありがとうございます。お久し振りですね。
今後益々のご活躍を！私からも越谷 RC 入会お待ちし
ております。/中島雅樹
＊新年夜間例会に多くの皆様にご参加頂きありがと
うございました。/瀧田貴夫
＊大宮ｱﾙﾃﾞｨｰｼﾞｬ秋元様、熱い思いが伝わるお話あり
がとうございました。楽しく聞かせて頂きました。岡
田委員長、段取りお疲れ様でした。/小暮直正
＊大変申し訳ございません。早退させて頂きます。/
井橋英蔵
＊大宮ｱﾙﾃﾞｨｰｼﾞｬ秋元様、素晴らしい卓話ありがとう
ございました。/中村聡久
＊結婚祝いありがとうございます。今日だったのを忘
れていました！/牛久祐一
本日 32 件 45,000 円
累計 1,252,500 円
◆ 出席報告
本日出席率 60.43 ％
会員数 97 名
出席者数
55 名 出席免除者数 19 名

第 2813 回例会報告（例会日：2019 年 1 月 15 日）担当：横家

豪

