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 司   会   幹 事 山﨑雅光 君 

 

 開会点鐘   会 長 沼田時子 君 

 

 ロータリーソング ソングリーダー 北島俊秀 君 

「それでこそロータリー」  

 四つのテスト唱和   北島俊秀 君 

 

 本日のお客さま並びにビジター紹介 

   静岡県サッカー協会 

   専務理事   竹山勝自 様 

   同 静岡ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｻｯｶｰｱｶﾃﾞﾐｰ 

実行委員会 事務局   喜田里歩 様 

   米山記念奨学生   ヒュン・ソーバン 様 

 

 会長挨拶   沼田時子 君 

先日宮原さんから「ご主人はいるのですか」

と聞かれたので、今日は自己紹介をします。

昭和 32 年 3 月 21 生まれ、任期中に還暦を迎

える予定です。藤枝生まれ、藤枝東高校、青

山学院の短大を卒業し東京海上静岡支店に入

社、その時礼子さんと同じ職場でした。3 年 3
か月務め、寿退社、静岡市に居を構え、経理

課だった私は、東京海上の代理店であった主

人の帳簿を手伝っていました。一人娘の直子

が中学 3 年の 12 月、私が 39 歳、47 歳だっ

た主人が突然病気で他界、ぐうたら主婦がこ

れからどうやって生活していこうかと悩みま

したが、私の父が、困れば娘を大学にやって

くれるというので、何も分からない保険の仕

事を継ぐことにしました。そこから 3 年間

は、次の日伺うお客様の保険内容や、場所確

認など、毎晩 2 時頃まで仕事しました。最初

は事故の相手の所で謝るだけで自分ではどう

にもしようがないのに泣けて。そんな生活が

3 年程続き、7～8 キロのダイエットに成功し

ましたが、今や後家さんになり 20 年、すっか

り体型も戻り、娘に「我が家は母がいないけ

ど父親はいる」と言われ、もうじき１歳にな

るチワワのまる子との女 3 人？で気楽に藤枝

で暮らしております。今の望みは孫がほしい

ということですが最近はそれもあきらめつつ

あります。 
 

 奨学金授与式   ヒュン・ソーバン 様 

   返礼 

 ・奨学金授与に深く感謝。 

良い機会なので大学 

における自身の研究 

テーマ「ベトナムにおけ 

る華人の教育について」 

を簡単に紹介する。 

     ・現在ベトナムでは華人 

（中国系ベトナム人） 

人口が減少しており、 

ベトナムの社会・経済に影を落としている。私は

華人が減少する原因がベトナムにおける華人向

け教育にあると推測しており、それを明らかにす

ることを大学での研究テーマとしている。合わせ

てせっかく日本に留学しているので、ベトナム進

出を考えている日本企業にベトナムの現状をお

伝えできたらと考えている。 

 

 幹事報告   山崎雅光 君 

・次回例会終了後、第３回  

理事会を開催予定。 

 

 委員会報告             

青少年育成会 大橋章男 君 

        ・お手元に静岡科学館で開催される静岡科学 

技術月間のパンフレットを配布した。記載 

にあるように静岡西ロータリークラブは特 

別協賛団体である。これは歯車塾の開催等 

にあたってお世話になっていることもあり 

相応の負担をしているもの。 

・歯車塾の盛会に向け、会員各位のご理解と 

ご協力を引き続きお願いする。 

ｲﾝﾌｫｰﾑﾄﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 

第 3G グループ長   満井義政 君 

・8 月 31 日（金）18:00～ ビストロ「ATO」 

にて開催予定。他グループの方も含め、多 

くの方の参加をお願いしたい。 
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      ゴルフ同好会   宮原伊之人 君 

      ・9 月 22 日（祝）に第１回静岡西ロータリー 

ゴルフコンペ「沼田時子杯」を開催する。 

多くの方の参加をお願いしたい。 

 

 会員のお祝い        

 お誕生日   佐藤嘉洋 君 
   返礼 

  ・お祝いをいただき感謝。 

年を重ね 62 歳となった。 

最近は 40･50 歳代の頃より   

体の調子も良い。早朝ト 

レーニングのお陰か？ 

    

 出席報告・スマイル     原 承範 君 

会員 37 名中 出席 29 名 

先々週 7/6 出席計算会員数 37 名、出席会員数 

29 名、ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 1 名、改正出席率 81.08% 

沼田時子 君 

   先週のお休みは娘と北海道に行ってきました。 

そのお話は来週させてください。 

袴田文治 君 

   猛暑にお気を付けください。 

榊 一夫 君 

梅雨も明けました。暑中お見舞い申し上げます。 

満井義政 君 

   会員名簿の生年月日別の一覧で第 5 位になって 

しまいました。入会当初、最年少だったのです 

が、随分と出世したものです。これからもお付き 

合いの程お願いします。 

内海克彦 君、冨田英児 君、山崎雅光 君 

      日本サッカー協会専務理事竹山様、暑い中あり 

がとうございます。本日の卓話、大変楽しみにし 

ております。 

佐藤嘉洋 君 

   最近孫が幼稚園に行くようになったら、時折「じい 

じ」が「じじい」になります。62 歳になりました。 

お祝いありがとう。 

      武藤宏之 君、海老原正之 君 

   育成会にスマイル 

 

 卓話 

静岡県サッカー協会 

専務理事                

竹山勝自 様 

   「今取り組むべき 

リスペクト推進活動  

（要旨）」 

・望月クラブ管理運 

営委員長からの猛 

烈なラブコールに 

より、本日に至った。当協会の活動を紹介する良 

い機会。感謝申し上げる。 

     ・一般財団法人静岡県サッカー協会は 2010 年 6 

月に設立。年間 160 の事業を展開している。 

     ・組織には 1200 チーム、42000 人が登録しており、 

大所帯であるがゆえにまとめていくのも大変。 

専務として日夜奮闘中！ 

     ・静岡県サッカー協会における課題の一つに、 

      スポーツに関連した言葉の暴力や差別的行動が

ある。協会にて相談窓口を設置したところ、クレー

ムを含め毎日何件も相談が入る。そのほとんど

が選手の母親というのが実態。 

     ・協会としてはウェルフェアーオフィサーを導入し、 

競技会場におけるリスペクト精神、フェアプレーの 

啓発を推進している。 

     ・日本では明治維新において諸処の改革はあっ 

たが、ことスポーツに関しては「○○道」、 

      つまり精神主義が脈々と続いてきた。ある意 

味、精神の鍛練としてのスポーツがメイン。 

皆さんも「うさぎ跳びでグランド１周」とい 

う経験があるはず。(笑) 

     ・指導者が厳しく指導する、怒る、差別する勝利 

至上主義から、楽しんでスポーツを行う環境に 

代えて行かなければならない。 

     ・そのためには、指導者の資質向上が不可欠。 

      褒めること、協力し合うこと、リスペクトすること等 

を大切にする取り組みを、静岡県の健全なスポー 

ツ発展のため今後とも続けていく。 

     ＊興味深いお話をありがとうございました。（拝） 

 

 閉会の点鐘         沼田時子 君 

 


