
 

 

 

 

 

 

 

 

R財団月間             １６６８回例会 １１月１４日             NO.1658     

 

 

国歌 「君が代」 

ロータリーソング 「奉仕の理想」 

４つのテスト 唱和 

ミニオープン例会 ゲスト  5名    

米山奨学生  朱 夫誠さん     （合計 6名） 

■出席報告       （会員 47名内出席免除 6名） 

会員数 出席者 出席率 10月 24 日修正出席率 

47（44） 32（1） 75％ 74.42％ 

ＷEBでの参加  冨坂和弥会員 （1名） 

ソングリーダー 三輪会員 

 

新入会員入会式  吉田一郎氏  

紹介者 長岡 信裕会員 冨坂 伸吾会員 

 

会長報告 

 

皆さん、こんにちは。本日は、吉田一郎さんの入会

式です。吉田さん、ご入会おめでとうございます。心よ

り歓迎申し上げます。今後ともよろしくお願いいたしま

す。 

さて、早いもので私の年度も３分の１が終わり、１１

月に入りました。会員増強の目標は１０名ですが、本日 

吉田一郎さんが入会されて４名の拡大になります。そ

して本日の理事会で１名の入会が承認され、11/21の

例会で入会式の予定なので、まあ順調に会員増強は

進んでおります。 また、本日はオープン例会という事

で５名のゲストがいらっしゃいました。どうぞ、当上野ロ

ータリークラブの雰囲気を味わって頂きご入会頂けれ

ばと思います。 引続き会員の皆様には、他人事では

なく自分事として会員拡大・増強にご協力のほど、よろ

しくお願いいたします。 

さて、今月はロータリー財団月間です。 皆さん、ロ

ータリーの友は読んでいますか？ ロータリーの友を

読む事は我々ロータリアンの義務の一つです！ 今月

号にはロータリー財団の大規模プログラム補助金につ

いて書かれています。 また、5月末に世界大会が開

催されるメルボルンについても書かれています。 是

非、興味を持ってお読み下さい。ちなみにロータリーの

友』は、右開きの表紙と左開きの表紙が１冊に存在し、
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左開きは横書きの文章、右開きは縦書きの文章で構

成されています。 

実は横書きは英語の『The Rotarian』の中から世界

のロータリアンに向けた内容の記事を日本語訳したも

のが掲載されており、縦書きには日本国内のロータリ

ークラブに関連した記事が記載されています。この雑

誌からは、とても大きな学びと気づきを得る事ができ、

それらが新たな奉仕活動に繋がっていきます。我々ロ

ータリアンの義務は、例会出席 会費の支払い そして

ロータリーの友の購読です。 是非お忘れない様にお

願い致します。以上で、会長報告を終わります。 

理事会報告 

審議事項 

・新入会員候補者 相澤一郎氏について 

・２０２３-２０２４年度 ガバナー補佐 長岡信裕 分区

幹事 中澤信夫 拡大増強委員会 委員 長岡信裕 

ローターアクト委員会 委員長 大野利美知 承認につ

いて 

・２０２３-２０２４年度 理事・役員公示について 

２０２3－２０２4年度理事役員候補者（12/5 クラブ年次

総会議案）の件 

当クラブ指名委員会は細則第 1条第１節に従って、会

員 中島実佳君を 2024-2025年度東京上野ロータリー

クラブ会長候補者に指名いたしました。 

１１月 7日の第５回理事会におきまして会長推薦者の

公示を承認致しましたので、ここに公表いたします。 

１１月末日までに対抗候補者の立候補が無い限り、指

名委員会の指名通りに確定することとなります。 

又、１１月 7日の第５回理事会におきまして 2023―24

年度理事役員推薦者の公示を承認致しました。 

候補者のお名前は下記のとおりです。 

2023‐2024年会長、冨坂伸吾会員 2024‐2025年度会

長ノミニー（クラブ奉仕委員長）候補 中島実佳会員・

2023-2024年度 副会長候補 山下会員・幹事候補新

保会員・会計候補 中澤会員・会計監査候補 長岡会

員・理事候補 山本会員、園部会員、塚田会員、瀬古

会員、渡邉会員、佐谷会員 以上１２名の理事会構成

になります。 

１１月末日までに立候補者の申し出が無い限り、指名

委員会の指名通りに確定することとなります。 

・２０２１-２０２２年度決算報告について  承認 

協議事項 

１） 今年度予算について（継続協議） 

２） 例会テーブルを円卓変更について 

３） その他 

２． 報告・連絡事項 

１） 第 1回家庭集会 １１月７日～１２月１日 

２） 第 3回クラブフォーラム １１月１４日(月) 

３） 懇親旅行会及び石垣 RC との姉妹クラブ提

携調印式について  １１月１８日(金) 

４） 本日のミニオープン例会について １１月７

日(月)  卓話：鈴木 保氏 

５） 忘年家族会について  １２月１９日（月）  

６） グルメを楽しむ会 

７） 上野駅前献血運動について ４月１日(土) 

８） 奏楽堂コンサートについて  ４月１３日(木) 

幹事報告 RI関係  

・11月のロータリーレートは 1 ドル 148円です。 

・バギオだよりが届いております。掲示板をご覧くださ

い。 

・バギオ訪問交流の旅のご案内が届いております。日

時：2023 年 2/9～2/12 詳しくは掲示板をご覧ください。 

他クラブ関係  

・例会変更は掲示板をご覧ください。 

上野クラブ関係  

・先日皆様にご協力頂いた上野公園噴水広場での募

金活動・クラブでの募金箱による支援金合計１６９，２０

６円を R財団に１１月２日に入金いたしました。ありが

とうございました。 

委員会報告 特になし 

ニコニコボックス 

長岡会員 吉田一郎さんのご入会を心より歓迎致しま

す。 

１１月 2日 瀬古会員 3日 園部会員 

     6日 塚田会員 11日 大瀧会員 

    15日 加藤会員 17日 三輪会員 

    21日 尾中会員 28日 野口会員 

 

１１月 22日 根本会員   

23日 マンリオ・カデロ名誉会員 



中澤会員 2週連続で例会欠席させて頂きました。アメ

リカ遠征から戻ってきました。結果は 6 カ

国 38艇出場中、我が月光チームは総合 3

位入賞、総合 7位と共にシングルに入り、

結果を残すことが出来ました。長岡会長は

じめ皆様のご協力ありがとうございました。 

大瀧会員 共に理解して 56年経過、11月 11日結婚

記念日です。ありがとうございます。 

柴田会員 先週、川崎西ＲＣにメーキャップに行ってき

ました。 

☆本日はオープン例会です。5名の方をお招きしてお 

ります。宜しくお願い致します。今日は吉田一郎さん入 

会式です。心より歓迎申し上げます。 

中島会員・鈴川会員・江口会員・三輪会員・吉村会員 

大野会員 ベトナム・ダナンに出店する為に３回目のベ 

トナム訪問をしてきました。疲れました＋☆ 

日置会員 本日の講師、鈴木保さんのご講演お楽しみ 

下さい！！＋☆ 

水門会員 Ｗ杯が楽しみです。＋☆ 

                  （本日の合計  60,000円） 

（本日までの累計  947,000円） 

■卓話「なでしこに学ぶ強いチームワーク」 

元サッカー日本女子代表監督 鈴木 保氏 

 

ただ今ご紹介頂きました鈴木保と申します。いま、紹介

のビデオを見ながら懐かしいと感じていました。なでし

こという名前が出てきたのが、ワールドカップに優勝し

て 2011年以降になでしこジャパンという名前でやって

きましたが、それ以前はご紹介にあったように日本女

子代表です。日本サッカー協会に登録されたときは約

280名と本当に少ない人数でやっていました。それから

どんどん増えて今は数千人となりました。 

 日本サッカー協会が女子代表のワールドカップで優

勝した後に“なでしこビジョン”というものが出ておりま

す。それ以前は、女がサッカーかって言われるくらいの

感じだったのですが、日本女子代表のなでしこジャパ

ンが世界のトップクラスであり続けるということ、それか

らそれぞれの選手たちを世界基準の選手に育成して

いこうということが“なでしこビジョン”です。最終的には

なかなかまだそこまでは到達していませんが、女性が

輝く社会を創っていこうと活動しております今は、女性

の監督も増えてきており協会をマネジメントしているの

も女性です。われわれは、代表に入った選手とコミュニ

ケーションをとるわけです。サッカーができない理由は

なんだっていうことを。例えば、親がやっちゃいけないと

か、怪我するかもしれないとか、それを聞いて私が出

来ることは、日本サッカー協会に女性がサッカーを出

来る環境を作ってくださいとお願いしました。でも、本当

に苦労しました。男子の協会関係者や有名な J リーグ

のリーダーだった人も、女がサッカーかと言われまし

た。でも少しずつ変わってきました。なでしこという名前

で特に良いことと言えば、“ひたむきさ・芯が強い・明る

い・礼儀正しい・そして最後まで諦めない”というのがな

でしこの良さじゃないかということでそれまでやってきた

指導者や、男子の関係者もそうですが、やはり日本人

の特性をもっともっと出していかなければいけないんじ

ゃないかと思います。では、特性って何だと言えば“器

用さ・規律正しい団結力・組織力・協調性がありフォア

ザチームの精神がある・よく走る・動きが素早い機敏な

ところ”ということですね。それが重なってなでしこの良

さが出てきたんじゃないかなと思います。 

 なでしこジャパンの中でやはり名前が出てくるのは

“澤穂希”という選手です。澤選手が初めて代表に選ば

れたときは、まだ中学 2年生でした。その時のワールド

カップで澤選手が監督である私に、「保さんのために 1

点取りたかった」と言ってくれたのがとても嬉しかったで

す。代表チームの最年長は 30代でみんな苦労してサ

ッカーを続けてきました。澤選手もお兄さんと一緒に府

中のクラブに入ろうとしましたが女の子ということで最

初は断られましたが母親の尽力と本人の努力によって

入会を認められ、試合に出ることができるようになりま

した。当時は、近くにサッカーをやれる場所や、大会も

ないという苦しい状況でしたが、やっと花が咲いたの

が、2011年のワールドカップです。その頃は、女子の

プロチームなんてなかったですからみんなサッカーを

するために、仕事を探し、アルバイトをしながらサッカー



を続けていました。澤選手も半月板損傷などの大きな

怪我と闘いながら代表に復帰して必死に戦った中で、

仲間たちに言ったのが「苦しいときは、私の背中を見

て」という素晴らしい言葉です。 

 次に、宮間あや選手についてお話しします。私とは直

接監督と選手という立場ではなかったのですが、彼女

は習志野高校を卒業して、その後は読売サッカークラ

ブに入るんですが、最初は父親が作ったサッカークラ

ブに入ってサッカーを始めました。小学校 5年生の時

に、国際社会で活躍できる日本人の育成というプログ

ラムで親善大使として応募し、国際イベントに行きまし

た。彼女にその様な環境を与えた父親は素晴らしいと

思います。彼女は、このような環境で世界と戦う基準を

肌で感じてやっていくことになります。その時に、日本

サッカー協会から派遣された日本女子代表コーチの本

田みどりと知り合い、指導者になることを目指すきっか

けになりました。本田みどりは、根はやさしんですが、

結構怖いイメージがありました。でも宮間は彼女につい

て行って岡山の山奥の温泉地にある湯郷ベルというチ

ームに入って、なでしこリーグでも優勝しました。今は、

ウズベキスタンの代表監督になり、指導者として活躍し

ています。 

 他にも色々と名言と言われるものがあるのでご紹介

いたします。「困難は、それを乗り越えられる人にだけ

やってくる」「あなたは人の見ていないところで努力して

いる。でも、知っている人は知っている。悩みがあるこ

とは良いことである。目標があるから人は悩む。」私

は、指導者としてとてもこんなことは言えないです。そ

の点、澤も宮間も素晴らしいです。2人とも本当に厳し

い状況の中でサッカーをやってきたのでワールドカップ

でも何でも世界に出ていくためには、勝って行かなくち

ゃいけないので、そこで必死になってやらないと、また

元の環境に戻ってしまうんじゃないかという危機感を持

っていました。でも、危機感を持っていてもそれを試合

の中のプレーに出すというのはなかなか出来ないので

すが、澤や宮間以外の選手たちもみんながその様なプ

レーが出来る素晴らしい選手たちです。あるベテランの

選手ですが、彼女は試合には出られないのですが、荷

物運びとか、ベンチでの水汲みなどを黙々とこなす選

手が 1人いたんです。それを見て、みんなが私たちも

チームのために何かしようということを築いていったの

ではないのかと。代表クラスの選手だと華やかな部分

ばかりが表に出てしまいますが、みんなそれぞれに苦

しみながらサッカーをやっていたということです。 

 男子の方も今年ワールドカップがありますが、あまり

騒がれないですよね。いろいろな人に聞いたら、やはり

日本人は熱しやすく冷めやすいので、だからこそ大変

だと思います。今度のワールドカップで良い成績を残さ

なかったらまた忘れられてしまうんじゃないかと思いま

す。 

 私は、埼玉県の浦和出身で、サッカーの町と言われ

てるところなんですけど、男子のサッカーはワーッと人

気が出てきていますけど、女子もレッズレディースが強

くなってきていますがなかなか盛んにならないというと

ころにだいぶ苦労しました。サッカーでずっとやってき

たから、未だに家で、「あなたはサッカーバカだから」っ

て言われます。サッカーサッカーで、バカはバカだけど

ただの馬鹿じゃないよと奥さんには言いたいんですけ

ど、なかなかね。(笑)高校も市立浦和高校でサッカーを

やって 2年生の時に優勝して、日産自動車がサッカー

部を作るということでそのクラブに入りました。その後コ

ーチから最後は監督をやりましたが 1年で辞めまし

た。 

 木村和司という選手が、皆さん知っていると思います

が、彼は天才だって言われたけど、努力が素晴らしか

ったです。練習が終わっても、キーパーに対してもう何

本も蹴って、私が一緒についてやっていたんですが、

勉強ですね。回転させるようなフリーキックがあるんで

すが、見て勉強しました本当によく練習しました。木村

和司だからできるんだって言われるのですが、できるよ

うになるまでには凄く努力して、でもそれが何も役に立

たないんです。彼が指導者になって凄く苦労して、監督

だったときはなかなかチームが勝てず１年か 2年で辞

めることになりました。監督って難しい仕事ですよね。

私ももう一度代表監督をやれと言われても、楽しいかも

しれませんが嫌ですね。もう本当に。今は、静岡県の

藤枝市で J3のチームを作ってなでしこビジョンになる

ような選手を育てようとしているのですが、今選手がい

なくなってしまって藤枝市役所の仕事を手伝っていま

す。小学生から高校生をなでしこアカデミーというもの

を作って指導をしています。 

 なかなか上手く話せなくてすみませんでした。以上と

なります。 

 



【鈴木保氏プロフィール】 

浦和市立高等学校（現さいたま市立浦和高等学校）、

立教大学を経て日産自動車サッカー部（現：横浜Fマリ

ノス）で選手として活躍。 

入社2年で引退後は加茂周・元サッカー日本代表監督

のもとでコーチ学を学び、その後コーチ、監督として

1989年から約7年間、日本女子代表監督に就任。 

現在のW杯にあたる世界女子サッカー選手権でベスト

８進出、初の公式種目となった1996年五輪アトランタ大

会、アジアカップでの準優勝など現在のなでしこジャパ

ンの礎を築き、大きく貢献。 

なでしこキャプテンの澤穂希選手を、代表選手として初

選出したことでも知られている。 

長岡会長感想 

  鈴木様、たいへん素晴らしいお話をありがとうござ

いました。今、我々はなでしこジャパンと言っています

けど、その昔は女子サッカーということで、全く日の目

を見ない時に、鈴木さんのような皆さんがたいへんご

苦労されて現在に至るんだなってことを改めて認識を

させていただきました。澤穂希選手が中学生の時に、

保さんのために点が取りたかったって言ったのは印象

的でしたね。ぜひこれからもまたこの女子サッカー、来

年はニュージーランドでワールドカップですが、またそ

の前に男子が今月末からカタールでありますけど、男

子も女子もまだまだ日本のサッカーが世界に羽ばたい

ていけるように願う次第です。本当に今日は素晴らし

いお話をありがとうございました。 

 

次回の例会 １１月２１日（月） 

会員卓話 

演題「メディカルタウン文京・本郷」 

㈱加藤萬製作所代表取締役社長 

加藤 高身会員 

（紹介者 永井重孝会員）   

 

本日の例会 １１月１４日（月） 

第 4回クラブフォーラム＜ロータリー財団＞ 

「ロータリー平和フェローシップについて」 

地区ロータリー財団平和フェローシップ委員会

委員長 川松 保夫氏 

（紹介者 中島 実佳会員） 

 

＜＜今後のクラブ親睦行事予定＞＞ 

2022年 11月 30日（水）18：00～ 第 3回グル

メを楽しむ会 「ラ・ベットラ・ダ・オチアイ銀座本

店」  

2022年 12月 19日（月）18：00～ クリスマス忘

年家族会 上野精養軒 

2022年 12月 26日（月） 18:00～   第 4回グ

ルメを楽しむ会 

フレンチ・「ワインを楽しむ会」 シェ・イノ 京橋 

2023年 2月 1日（水） 18:00～   第 5回グルメ

を楽しむ会 ふぐを食べる会 上野さんとも 

2023年 3月 27日（月）18:00～ 観桜夜間例会

「本郷＆上野 RC合同夜間例会・懇親会」 上

野精養軒 

 

 

東京上野ローターアクトクラブ11月第二例会 

「クニトコタチ〜平和への旅〜舞台鑑賞例会」の

ご案内 

本例会は当クラブの会員であるバレエダンサー・振付

家のブラウリオ・アルバレスが手掛けた「クニトコ 

タチ〜平和への旅〜」の公演を鑑賞いたします。 

「クニトコタチ」という作品は、日本神話に登場する「クニ

トコタチノミコト」という神の物語を通して「平和 

へのいのり」のメッセージを伝えます。日本の伝統文化

芸術である茶道、能楽、和太鼓と現代的なコンテ 

ンポラリーダンスを融合させ、かつてないパフォーミン

グアートを提案します。芸術の秋にて、古今東西に問

わず芸術の魅力を目の前でご覧になっていただける貴

重な機会となっております。 

ご多忙とは存じますが、皆様のご参加を心よりお待ちし

ております。       記 

日時：2022年11月20日(日)  13:00開演（12:15開場）※

公演時間約1時間 

会場：セルリアンタワー能楽堂 (東京都渋谷区桜丘町

26番1号 地下2階) 

   ※各線渋谷駅より徒歩5分、国道246号線沿い 

登録料：3000円（A席1枚をご用意いたします） 

   事前振込。振込先は登録後お伝えいたします。 

登録方法：東京上野RAC幹事 棚村

（tokyo.uenorac2580@gmail.com） 

 


