
２０１０年３月第１週号 

第２２５８回 
平成２２年３月５日(金) 点鐘１２：３０〈晴れ〉     

＊国歌斉唱      『君が代』 

＊ロータリーソング  『奉仕の理想』 

＊四つのテスト  ～言行はこれに照らしてから～ 

１．真実か どうか      ２．みんなに公平か 

３．好意と友情を深めるか  

４．みんなのためになるか どうか 

＊お客様紹介 

 ・本日のｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰｶｰ／ 

㈱ＮＨＫグローバルメディアサービス 

ＮＨＫニュース＆スポーツ編集責任者 海老名徳雪様 

 

≪会長挨拶及び報告≫       寺澤 一良会長 

今日は理事・役員会及びクラブ協議会がございました。

時間の都合もございますので、簡単に報告させていただ

き、詳細は理事・役員会及びクラブ協議会議事録として

メールボックスに入れさせて頂きます。                           

１． ロータリー財団國際親善奨学生推薦依頼の件につ

いて 

吉田千絵さんを当クラブで推薦する事が決定致しまし

た。カウンセラーは、鈴木美津江会員にお願いする事に

決まりました。 

２． 受入米山奨学生変更の件 

前回引き受けた米山記念奨学生は、大学側の併願応

募不可能規定により辞退しましたので、代わって閻宏偉

（エン コウ イ）さんが、当クラブでお世話をする奨学生と

なりました。 

３． ＷＣＳ協力金の件 

地区からＷＣＳ協力金の依頼がきました。支払期日が

３月１日ということでしたので、先日の例会で説明しまし

た通り、一人当り１，０００円、合計４３，０００円を送金致し

ました。この協力金につきましては、会員一人当り１，００

０円をご負担いただくことになり、別途集金させて頂くこと

で可決しました。 

４． Ｇ.Ｓ.Ｅ協力企業に対する感謝状の贈呈について 

 

ウィスコンシン州からＧ.Ｓ.Ｅチームの来訪時に、ご協

力頂いた企業に対して地区から御礼の感謝状が届いて

おります。額縁をクラブで用意して、その企業の責任者

がクラブにいる場合は、クラブで感謝状をお渡しし、その

他の企業には、会長・幹事が訪問して渡すことに決まり

ました。 

５．花見移動例会の件 

３月２６日（金）に例会を変更して実施。親睦委員長か

らご報告を受け可決致しました。今回は、家族のご参加

も大歓迎と言う事です。 

６．東仁川ロータリークラブの４月訪問の件 

李東秀氏からご丁寧な案内状が３月４日（木）に届きまし

た。李東秀氏は創立４０周年事業よりも、韓国ではおめ

でたい数字として親交クラブ結縁３３周年に重きを置い

ているように思います。 

ご丁寧にも李氏から二通りのプランを頂戴しました。 

私見でございますが、李さんに感謝申し上げ、東仁川Ｒ

Ｃの例会を金曜日に変更して頂いて、 

４/１６（金） 成田発  

東仁川ＲＣ結縁３３周年記念例会出席 

４/１７(土)  第３６９０地区大会出席 

４/１８(日)  成田着(夕方) 

 

上記のスケジュールで斎藤国際奉仕委員長が、手配

することで了承されました。 

  尚、今回はめったに参加できない、第３６９０地区の

地区大会に参加出来るというチャンスに恵まれましたの

で、３年後の当クラブの創立５０周年には、東仁川ＲＣの

皆さんに大勢でご来会いただく事を見据えて、今回は大

勢の参加をお願い致します。 

  また、東仁川ＲＣでは、例会日を変更して結縁３３周

年行事として対応頂けるようですので、当クラブからは会

長・幹事を初め会長エレクト・副幹事・副会長等総勢の

参加を予定しています。 

その際は、東仁川ＲＣの結縁３３周年という親交クラブ

との公式行事に参加ですから、当クラブからは例会場変

更をして全員参加で対応出来ればと思っております。 

以上で本日の理事・役員会及びクラブ協議会の報告

と致します。 
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  創 立 １９６４年３月２日  例会日 毎金曜日１２時３０分  例会場  オークラ千葉ホテル 

  会 長 寺澤 一良      幹 事 五十嵐 博章       雑誌会報委員長 佐久間 信一 

  事務局 〒260-0027千葉市中央区新田町１２-１トーシン千葉ビル７階   ＴＥＬ ０４３-２４５-３２０４ 



≪委員会報告≫ 

 

親睦委員会より (植松 省自委員長) 

 

花見移動例会開催のご案内    

日時⇒ 平成２２年３月２６日(金) 

     ０９：００ 千葉駅ＮＴＴ前 

     ０９：１５ 蘇我駅千葉銀行前 

場所⇒ いすみ鉄道・ゆったりんこ号（貸切列車） 

お弁当を食べながら、沿線に咲き乱れる菜の花や桜をご覧い

ただければと思います。  

 

※ご家族や同伴者のご参加もＯＫです。(参加費：会員は無料、会

員以外の方は、大人３，０００円です。) 

 

≪会員誕生日祝・結婚記念日祝≫ 

 

 

＜誕生日＞ 

２日野本富美子会員    ７日植松 省自会員 

１２日中沢 治久会員    ２９日花澤   衛会員 

 

＜結婚記念日＞ 

  ３日向後 保雄会員    ５日吉田 裕成会員 

  ９日栢木伊久二会員   ２１日小林   透会員 

 ２５日鮫島 永一会員    ２７日今関 眞人会員 

 

≪ニコニコボックス報告≫ 

☆寺澤 一良会員・五十嵐 博章会員 

海老名徳雪様、ようこそいらっしゃいました。卓話を宜

しくお願い致します。 

☆川合 柾栄会員 

明日より、２６日まで市美術館で開催される「第４１回

市展」に私の集大成として、日本画で加曽利貝塚発掘

の「土偶のゆめ」、副題は「我々はどこから来たのか、

我々は何者か、我々はどこへ行くのか」を出品致します。

ご高覧のほど！ 

☆末吉 淳子会員 

昨年の秋以来、脊柱菅狭窄症(ｾｷﾁｭｳｶﾝｷｮｳｻｸｼｮｳ)の

痛みに堪えかね、ついにお正月明けに手術を受けまし

た。お蔭さまで、元気になりまして、この春の高山植物を

見て歩くのを楽しみにしております。 

☆出井 清会員 

車を入れ替えました。 

エコカーでなくてすみません・・・。 

 

 

 

 

 

≪出席報告 (会員数４２名)≫ 

 

出席者数３５ 欠席者数７ ﾋﾞｼﾞﾀｰ  １ 修正出席率８３．３３％ 

 

千葉市内例会変更のご案内 メーキャップにご利用下さい 

 

 

＊＊本日の卓話＊＊ 

 

演  題…『スポーツとお金』 

卓話者… ㈱ＮＨＫグローバルメディアサービス 

         ＮＨＫニュース＆スポーツ編集責任者 

          海老名 徳雪様 

 

スポーツはお金がかかるもの

です。｢見るスポーツ｣｢やるスポ

ーツ｣もタダではありません。プ

ロの興行は主催者に儲けが出

なければ成立しません。アマチ

ュアもメダルの数は投入した資

金に比例します。熱意だけでは

限界があるのがスポーツの世界

だと思います。お金をかけた環境作りが競技力の向上に

繋がります。 

 いろんなお金が動く中で、まず放送で言えばスポーツ

の中継に放送権料があります。これは、放送局が試合や

競技会をテレビ、ラジオで中継放送する権利を主催側か

ら買う際に発生するものです。大きなものとしては、五輪。

先月行われた冬季バンクーバー大会と次の２０１２年の

夏季ロンドン大会で日本は総額およそ３２０億円と先日

の日経新聞にも出ています。これを各大会の組織委員

会とＩＯＣが分けることにしています。また、ＮＨＫと民放５

社の関係ではＮＨＫが多く負担します。放送権料は高額

で毎回上昇しつつあります。五輪の商業化と肥大化は８

４年夏のロサンゼルス大会以降、急速に進み、その煽り

で野球、ソフトボールはロンドン大会で外れることになり

ました。 

 そもそも五輪は、２年に１回です。これもお金に関係し

た話であります。冬と夏の大会が同年に開催されていた

時代は、どうしても夏季大会が華やいで冬は地味でした。

そうすると、冬はスポンサーが集まりにくいので、４年毎

の冬夏同時開催をやめて２年毎になりました。冬季競技

が盛んで発言力があるアルプス周辺の欧州各国の主張

でした。 

バンクーバー冬季五輪では、北米アイスホッケーリーグ

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 6,000 円 累計 625,314 円 

金の箱  1,210 円 累計 25,465 円 

千葉ＲＣ 月 3/29・4/5 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 3/30 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 3/30 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ 

新千葉ＲＣ 水 3/24・31 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水 4/21・28 ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 4/8 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 ― 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



（ＮＨＬ）のプロ軍団の対決が地元では最大の感心事で

した。冬の五輪の花形は何といってもアルペンスキー、

フィギュア、アイスホッケー。このうちフィギュア、 

アイスホッケーはプロの興行が成り立っていま 

す。アルペンは用具等の市場が非常に大き

いです。ひとつの産業ですね。だからアルペンの勝者が

五輪の勝者になり、五輪のメダルは箔がつくのです。 

 サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）は、五輪と並ぶ世界

的なイベントであります。欧州と南米では五輪をしのぐ熱

狂ぶりです。五輪の観客は開催国の国民が主であるが、

Ｗ杯は違います。全世界からサポーターが集

まります。世界中どこで開催しても自国のチ

ームの応援に馳せ参じます。世界最強のブ

ラジルでは、４年間稼いだ収入をＷ杯の応

援の旅に使ってしまう国民が大勢いるそうです。国際サ

ッカー連盟もＷ杯こそ世界最高のスポーツ大会という自

負があります。ですから、五輪のサッカーは２３歳以下の

チーム編成に制限し、一段低いレベルの大会に位置付

けているのです。Ｗ杯の放送権料も倍々ゲームで高騰。

日本が悲願の初出場を果たした９８年のフランス大会は

６億円です。それが、２００２年の日韓共催大会は二ケタ

億円台に、更に２００６年ドイツ大会は３ケタ億円台に跳

ね上がっています。６月は南アの大会です。ＣＳのスカパ

ーが全６４試合の権利を獲得したと発表しています。金

額は非公開です。 

五輪は、都市が開催、ワールドカップは国が開催する

もの。９８年の長野の冬季大会では、長野県知事が不規

則発言をしましたが、本来出る幕ではありません。長野

市長が先頭に立つべきです。 

 

話が戻りますが、Ｊリーグは欧州がお手本、プロ野球は

アメリカを見習っています。と同時にサッカーは野球と違

う形を取る考え方です。放送権料だけではなく、運営方

針や理念的な面でも、企業中心ではなく地域主義とか。

読売ウェルディではなく東京ウェルディの騒動。 

最後に相撲のお金の話を一つ。年寄名跡は現役引

退後、相撲協会に年寄として在籍できる権利で１０５の枠

があります。仮に３５歳で引退するとして６５歳の定年まで

３０年間の生活が保障されます。権利の譲渡にあたって

当然、価格の交渉がありますが、定価というものがないか

ら面倒です。 

ある力士の場合、自己資金が２，０００万円しかなく親

方がビックリ。安いマンションに引っ越しをしたり、後援者

の間を金策に走り回って１億数千万円を都合しました。

朝青龍の懐具合もマスコミの格好のネタになっていま

す。 

スポーツはお金がかかります。１００年に一度とか戦後

最大とか言われている今の経済情勢では、スポーツも変

わらざるを得ません。 

とりとめのない話でしたが、これからテレビや競技場で

スポーツを楽しむ際の参考にしていただければ幸いで

す。             (文責   栢木 伊久二会員) 

 

 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 

 

『友』インターネット速報   

 

２０１０年３月９日  No.４１９ 

 

チリの各地区が地震被災者援助に総力 

 

去る２月２７日に同国の太平洋沿岸部を襲った強い地

震と津波により壊滅的な打撃を受け、住居を失った何万

人もの人々の救援に、チリのロータリー各地区が総力を

上げています。死者数が８００人近くに上る中、チリ政府

は国際援助組織と協力し、危機的な状況にある生存者

に食糧と水を提供しました。沿岸部の多数の町が、マグ

ニチュード８．８の地震と、その後に押し寄せた津波によ

って壊滅状態にあります。 

第４３２０地区ガバナーのルイース・ベリーズ・セヴェリ

ノ氏は、救済活動に当初の資金として９，５００ドルを充て

ました。 

最も被害の大きかったビオビオとマウレ地域の４クラブ

は、衣服、靴、毛布の寄贈活動を開始しました。シェルタ

ーボックスの救援チームは、最初の４４８箱のシェルター

ボックスを届けるため、すでに首都サンティアゴへ向かっ

ています。サンティアゴロータリークラブは３月３日の緊急

会議で、シェルターボックスをどの地域に配給すべきか

を救援チームとともに話し合いました。 

 被災地にいたロータリー国際親善奨学生６人について

は、無事との報告が入っています。 

ジョン・ケニー国際ロータリー（ＲＩ）会長はチリの第４３２

０地区、第４３４０地区、第４３５０地区、および 第４３６０

地区のガバナーに E メールで追悼の意を伝えました。 

 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 

 

 

 

 

 

第２２５９回例会 

日  時⇒ 平成２２年３月１２日(金)点鐘１２：３０ 

演  題⇒ 『千葉市の新基本計画』 

卓話者⇒ 千葉市企画調整局  

企画課長  原 誠司様 

第２２６０回例会 

<花見移動例会> 

日  時⇒  平成２２年３月２６日(金) 

         千葉駅ＮＴＴ前    ０９：００ 

         蘇我駅千葉銀行前  ０９：１５ 

場  所⇒  いすみ鉄道・ゆったりんこ号（貸切列車） 

         


