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第1341回

2015年9月1日(火)

点　鐘12:30

場　所　浦和ロイヤルパインズホテル例会場

ソング｢君が代｣ ｢奉仕の理想｣

卓　話｢米山奨学生と地区委員の卓話｣

米山記念奨学生　谷　雨さん

地区米山記念奨学委員会委員

第1342回

2015年9月8日(火)

点　鐘12:30

場　所　浦和ロイヤルパインズホテル例会場

ソング｢我等の生業｣

卓　話｢上手な部下の叱り方｣

自己承認コンサルタント協会

理事　小林由末子様

地区テーマ

ロータリーを学ぼう､そして楽しもう

第1340回･ 2015年8月25日(火)

司会　飯田晃生副幹事

点　　鐘12:30　町田信行会長

ソ　ン　グ｢2770地区の歌｣

ソングリーダー内田康信会員

会長挨拶　町田信行会長

お客様紹介　浅見　定副会長

幹事報告　上野拓也幹事

結婚のお祝い　町田信行会長

委員会報告　ゴルフ部会
大島雅文会長

国際奉仕プロジェクト委員会
柳寿美恵委員長

ニコニコBOX　クラブ運営管理委員会

金子　努委員長

出席報告　クラブ運営管理委員会
清水敏夫出席担当委員長

卓話者紹介　大熊勝巳クラブ広報委員長

卓　　話｢サッカー界の課題｣サッカー選手､

クラブスタッフ両方の視点から

浦和レッズ㈱パートナー営業部

堀之内　聖様

点　　鐘13:30　町田信行会長



JLカー象
Flけiへの

プレゼントになろう

8月もあと僅かとなりましたが､このところめっ

きり涼しくなってまいりました｡今日は台風15号が

九州･中国地方を通過していますが､被害がなけれ

ばよいと思っております｡

先週は､宮崎バスト会長､大島バスト会長､星野

バスト会長に､ロータリー30年間の魅力を語って頂

きました｡我がクラブの歴史を知り､益々の発展に

努めたいと思います｡

本日は､ ｢サッカー界の課題｣と題して､浦和レ

ッズ㈱パートナー営業部の堀之内様に卓話を頂きます｡

どうぞよろしくお願いいたします｡私の家族が､武

蔵浦和で堀之内さんのご両親が経営するお店によく

行っておりまして､一家をあげて堀之内さんのフア

ンです｡また､当クラブ上野幹事のお誘いで､埼玉

新聞社の桜井勇太様も取材にお見えになっております｡

ありがとうございます｡

さて､東芝の不正会計処理が紙面を賑わしており

ましたが､役員一新で収拾を図ったようです｡その

東芝が経営危機にあった昭和40年､土光敏夫さんが

社長になりました｡ピンチになった石川島播磨重工

業を再建し､今度は､経営危機の東芝の立て直しを

懇望され､社長に就任しました｡

68歳の土光さんが初出勤の朝､東芝本社の玄関に

入ってきた老人を守衛がいぶかしく思い｢どちら様

でしょうか｣と訪ねると､ ｢今度東芝の社長になり

ました土光というものです｡どうぞよろしく｣｡

今まで､こんな丁重な挨拶をされたことのなかった

守衛は驚き恐縮しました｡

土光さんは部下を同伴せず､一人で東芝に来ました｡

すぐに改革を始め､社長専用､役員専用というもの

を廃止し､無駄の徹底排除を開始しました｡労働組

合にも､今までは本社に呼びつけていたのを､社長

自ら一升瓶を下げて､先に挨拶に行きました｡組合

は感動したそうです｡また､全国の工場､営業所の

現場を回りました｡本社の仕事の合間に､夜行列車

で行き､夜行列車で戻るとんぼ返りだったそうです｡

東芝を見事に再建したのち､土光さんは経団連会

長に就任しました｡
｢企業は人なり､経営者はリーダーシップなり､

完全燃焼､その瞬間に全力を尽くそう｣土光さんの

経営哲学です｡

□8月19日､第3回第2グループ会長幹事会が開催

されました｡田中豊ガバナー補佐より25項目にわた

る要請､報告事項がありました｡

ロ9月13日に､ 2015-16年度米山奨学生奉仕活動が

行われます｡ご参加の皆様よろしくお願い致します

□地区大会第4回実行委員会のご案内が届いており

ます｡ 9月1日､ 18:00よりガバナー事務所にて開催｡

大熊勝巳クラブ広報委員長出席｡

□第1回IM実行委員会が､ 9月1日､ 18:00より行わ

れます｡浅見副会長出席｡

□　2016-17年度ガバナー補佐に内田康信会員が決定

致しました｡皆様のご協力をお願い致します｡

□堺政友会員が8月6日に入院され､ 11日に首の手

術をされました｡ 18日に町田会長と一緒に御見舞金

1万円を届けました｡

浦和レッズダイヤモンズパートナー営業部堀之内　聖様
埼玉新聞社クロスメディア局企画営業部桜井　勇太様

横田　元会長エレクトのご長女
が結婚されますので､御祝金を
贈呈致します｡

お祝いを頂きまして､有難うございます｡オース
トリアで式を挙げます｡ 9月3日から家内と一緒に

オーストリアに行きます｡ 2週にわたり例会を休ま
せていただきます｡
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浦和レッドダイヤモンズ
パートナー営業部

堀之内　聖様
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｢サッカー選手､クラブスタッフ両方の視点を

持つ者だからこそ感じるサッカー界の課題｣

プロフィール紹介･略歴
1979年　さいたま市緑区三重生まれ(現在34歳)

1987年　-1991年　三重小学校　(三室サッカー少年団)

1992年- 1994年さいたま市立三室中学校

1995年- 1997年さいたま市立浦和高校

1998年- 2001年東京学芸大学

2002年-2011年浦和レッドダイヤモンズ

2012年　横浜FC

2013年　モンテディオ山形

2014年　浦和レッドダイヤモンズパートナー営業部

サッカー選手のお金の話
･ 1年目の選手の現状

サッカー選手は契約内容により､年俸の上限が決まって

いる｡ 1年目の選手は､最高年俸480万円｡これを取り

払うためには､ Jlで公式戦450分､ J2だと900分の出場

が必要となる.そこからは､上限がはずれ各チームとの

交渉となる｡私の場合､この450分の出場を果たすのに

3年半かかった｡ちなみに同期の坪井慶介は入団した年

のシーズン開始からレギュラーを取り5試合で達成｡
･出場給､勝利給

年俸とは別で､ Jlのトップクラスのチームで1試合勝つと､

30万円から90万円の勝利給が入る｡ただし､負けると

ゼロ｡最近は､勝利給を抑え､出場給を出すチームが増
′､　ぇている｡ J2の場合､ 3万円から10万円程度｡いかにJl

とJ2の格差があるか｡これがJ3だと･ ･ ･｡

ちなみにヨーロッパだと1試合勝つと300万円近くもら

えるクラブも｡

｢グランドにお金が落ちている｡ ｣という言葉の通り｡

Jリーグの現実

Jリーグの新入団選手と登録抹消選手の数を過去5年間で

見てみると､約100-140人ほどの選手が毎年入れ替わ

っている｡高校を卒業して入団した選手はだいたい3年

間の間に結果を残すことができなければ､戦力代通知を

受けることが多い｡

(その後､他クラブへ移籍するケースが多い. )

大学を卒業して入団した選手は､より即戦力としての期

待があるため､ 1年目から結果を求められる事も多く､

結果を残せなければ翌年に戦力外の可能性も｡また､多

くの選手は単年契約のため､来年も自分がサッカー選手

でいられる､同じクラブにいられるとう保障はない｡私

の同期でも､ 1年で戦力外を受けた者もいる｡

Be a gift tothe world

中国のサッカー界

サッカー好きで知られる､習金平国家主席が国策として

サッカ-強化に乗り出す0

2025年までにサッカー学校を5百校から5万校設立｡

10年以内に数百カ所のサッカー専用スタジアム建設

中国大手企業が欧州の強豪チームを買収｡

ヨーロッパ､南米､各国の代表選手を数億単位のお金で

移籍させる｡

今後の日本サッカー

元日本代表監督であり､現在四国リーグ｢FC今治｣の

オーナーである岡田武史さんの言葉
｢川-グが誕生して最初の10年で選手がプロになり,

次の10年で監督がプロになった｡

最後に残ったのは､経営者のプロ化問題だ｡｣

(※日経ビジネス　2015. 06.29　より)

また､ Jリーグ村井チェアマンの発案の元､今年からJリ
ーグと立命館大学による､ ｢プロの経営者を育成する｡｣

という事を目的とした人材開発講座｢Jリーグヒューマ

ンキャピタル｣が発足された｡

今後の日本サッカーにおいて､近隣諸国のレベルが急速

に上がる中､選手のレベルアップは当然必要であるが､

それと同時に莫大な資金力を持つ､海外クラブと闘える
｢クラブスタッフ｣のレベルアップが必要である､と考

える｡

浦和レッズにおいても､今年8年ぶりに1 s tステージ

優勝というタイトルを取る事ができ､またフアン･サポ
ーターについては､変わらず日本のトップを走り続きて

いる｡そこで､我々スタッフも選手･サポーターに置い

て行かれないよう､また共に成長できるように､日々進

歩して行かなければ行けないと思う



町田信行会長　浦和レッズ㈱パートナー営業部堀之

内聖様本日の卓話よろしくお願い致します｡埼玉

新聞社クロスメディア局企画営業部桜井勇太様よ

うこそ!!

横田元会長エレクト　皆さんこんにちは｡お陰様で､

9月5日に娘がオーストリアにて結婚式を挙げる

事と成りました0　9月3日より9月11日の予定にて､

家内と二人で行って来ます｡所用も有り､ 1341回

例会と1342回例会を休ませて頂きます｡ご迷惑を

おかけ致します｡

浅見　定副会長　浦和レッズ㈱パートナー営業部堀

之内聖様､本日の卓話よろしくお願い致します｡

埼玉新聞社桜井勇太様歓迎致申し上げます｡

上野拓也幹事　本日の卓話｢サッカー界の話題｣元

浦和レッズ背番号20堀之内聖様よろしくお願い致

します｡埼玉新聞社桜井勇太様ようこそおいで下

さいました｡埼玉新聞の記事に載せて下さいネ!!

大島雅文会員　名門､三重中｡堀之内､大森､桜井､

プロ選手輩出｡どうりで女房はレッズ狂いになるわ｡

剣道部のお姉さんお元気ですか､ますます活躍し

て下さい｡

豊田愛祥会員　中高年男性の非正規社員化が進み､

全体の2割に近づくと報じられています｡日本の

中核世代がバラバラになっていくのを見るのは悲

しいことです｡ロータリーメンバーでけでも､し

っかり団結して行こうではありませんか｡

金子　努会員　昨晩の会合にご出席いただいた会員

各位､ありがとうございました｡

篠原唯史会員　地区副幹事富樫さん､昨夜はRLI研修

会おつかれ様でした｡新会員歓迎会に出席できな

くてすみませんでした｡浦和レッズ堀之内聖様､

埼玉新聞社桜井勇太様歓迎申し上げます｡

内田康信会員　浦和レッズ㈱パートナー営業部堀之

内聖様本日の卓話楽しみにしております｡

斉藤忠治会員　昨日の新会員3人の歓迎会､大変盛

り上がったと思います｡幹事さんおつかれ様でした｡

園谷昭吾会員　猛暑が終わりに近づいたのか､昨日

来からは急に涼しくなりましたね｡体調維持は大

変です｡皆さんも暑さ寒さには気をつけましょう｡

今日の卓話浦和レッズ㈱の元選手の堀之内聖様､

期待をしております｡よろしくお願いいたします｡

11桝へのプレゼントになろう

森　裕会員　久しぶりに浦和のまちに出てきました｡

吉田律子会員　皆様今日わ!急に涼しくなりました｡

でも､まだ油断出来ませんネ｡本日は｢サッカー

界の課題｣についてのお話し､浦和レッズ㈱の堀

之内様から伺います｡とても興味があります｡ど

んな事にもそれぞれの視点から見れば　問題もあり､

又,成功した時の達成感があります｡人生そのも

のですネ｡皆を楽しませて下さる旗頭として応援

いたします｡

繰越金235,788円　本日38,000円　計273,788円

大島雅文ゴルフ部会長

ゴルフ部会コンペのご案内
･ 9月30日

･鳩山カントリークラブ

若手･新会員の皆様の御参加をお願い致します｡
ゴルフ部会に入会されていない新会員もぜひご参加

下さいますようお願い申し上げます｡

柳　寿美恵

国際奉仕プロジェクト委員長

ノーザングアムRC創立40周年記
念例会MUツアーのご案内

10月9日(金)･10日(土)･ 11日(日)の2泊3日

(10月10日記念例会)

締　切: 9月1日

申込み:㈲黒子　鈴木寿和会員迄

平成27年8月24日(月)東浦和｢八山｣

新会員　岡崎渉会員　大熊博会員　宇津野芳志男会員

出席報告

例会日 剔告� 偬����欠席 挽薐�出席免除 偬��越b�

普 唐����48 �#��15 �"�2 田r�3坦�

冨 唐�#R�48 �#��ll 途�2 都b���R�

例会日　毎週火曜日12:30-13:30　　会　　長

例会場　浦和ロイヤルパインズホテル　会長エレクト

TEL 048-827-1111　　　　　　　副会長

事務局　さいたま市浦和区高砂2-4-3　　幹　事

内田ビル3階〒330-0063　　　S A A

TEL 048-814-0450　　　　　　　副幹事

FAX 048-81 4-0460　　　　　　　クラブ広報委員長

町田　信行

横田　　元

浅見　　定

上野　拓也

羽鳥　和夫

鈴木寿和･飯田晃生

大熊　勝巳
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