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(　　第1398回

2016年11月22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｢それでこそロータリー｣

卓　話｢法人税あれこれ｣

浦和税務署　法人課税第一部門

統括国税調査官　八重樫直人様

第1399回

′､､　　2016年11月29日(火)

点　鐘12:30

場　所　浦和白イヤルパインズホテル例会場

ソング｢2770地区の歌｣

卓　話｢年次総会｣
･次々年度会長承認の件

･次年度理事･役員承認の件

地区テーマ

楽しいロータリークラブを作り上げよう

第1396回･ 2016年11月8日(火)

司会　岡崎　渉会員

点　　鐘12:30　横田　元会長

ソ　ン　グ｢我等の生業｣

ソングリーダー　大熊勝巳会員

会長挨拶　横田　元会長

幹事報告　清水敏夫幹事

ご挨拶　浦和東ロータリークラブ

会長　揮野伸司様
2017-2018年度青少年派遣候補生

矢島　玲様

米山記念奨学金の贈呈　横田　元会長

11月の誕生祝い　横田　元会長

報　告　鈴木義男会長エレクト

ニコニコBOX　クラブ運営管理委員会

鈴木寿和委員

出席報告　クラブ運営管理委員会

宇津野芳志男出席担当委員長

卓　　話｢浦和レッズについて｣

浦和レッドダイヤモンズ㈱

パートナー営業部　山本桂司様

点　　鐘13:30　横田　元会長
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11月は､ロータリー財団月間と言う事で国谷委員長には

財団の寄付集め大変ご苦労様です｡又､先月より米山の寄

付を集めて頂いている宮崎委員長大変有難う御座います｡

我がクラブは　毎年100%以上の目標を米山､財団で達成

しております｡簡単なようで非常に大変な事だと思いますし､

誇るべき事だと思います｡

財団月間に因んで､ロータリー財団の歴史についてご存

知の方も多いと思いますが､お話させて頂きます｡

1917年､当時のロータリー会長のアーチ･クランフ氏､

が｢世界でよいことをするための｣基金の設置を提案｡こ

の基金が1928年に｢ロータリー財団｣と名づけられて国際

ロータリーに組み込まれ､現在のロータリー財団に至って

いるとの事です｡

1947年､ロータリー創設者のボール･ハリスが亡くなる

と､多くの人びとから国際ロータリーに寄付が寄せられま

したo　この寄付は｢ポール･ハリス記念基金｣となって､

その後のロータリー財団の発展のために役立てられましたo

そして､財団プログラムの変遷｡

1947年､財団初のプログラム(高等教育のためのフェロ
ーシップ)を開始｡このプログラムは後に｢国際親善奨学金｣

として知られるようになる｡

1965-66年､財団が新たに｢研究グループ交換(GSE)

(技術研修のための補助金) ｣ (ロータリー財団の目的を

果たす活動のための補助金､後に｢マッチング･グラント｣

の3つのプログラムを開始｡

1978年､ ｢保健､飢餓追放､人間性尊重(3-H)補助金

プログラム｣を開始｡ 31H補助金のプロジェクト第-号と

して､フィリピンの600万人の子どもたちにポリオの予防

接種を実施｡これがポリオ撲滅の第一歩となる訳ですが､

ちなみに3-HプログラムとはHealth健康､ Hunge飢餓､

HtuTnrdty人類､トップスペルを採って3Hと呼ぶそうです.

1985年､全世界でポリオの撲滅をめざす｢ポリオプラス･

プログラム｣を設置｡

1987-88年､初めての平和フォーラムが開催され､こ

れが｢ロータリー平和フェローシップ｣創設のきっかけと

なる｡そして我が地区がパイロット地区に選ばれる｡

2013年に世界中のロータリアンがグローバルなニーズに

応えられるよう､新しい補助金モデル(地区補助金､グロ
ーバル補助金､パッケージ･グラント)を導入｡

1917年に26ドル50セントの寄付から始まったロータリ
ー財団は､ 10億ドル以上の寄付を受けるほどの大きな財団

に成長しました｡そして今年度､ 2016-17年度に100周年

を迎えます｡パキスタン2015年度症例25件､アフガニス

タン症例4件o　ポリオ撲滅の偉業も後わずかですね｡
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ロ富樫会員より紹介の新会員候補者の一次審査があり承

認されました｡

□11月12E] ･ 13日地区大会､内田ガバナー補佐より電

話があり､皆さんのご出席をお願いしますとのことです｡

浦和東ロータリークラブ　会　長　揮野　伸司様
〝　　　　　　幹　事　小久保岳彦様

卓話者　浦和レッズダイヤモンズ㈱　山本桂司様

青少年派遣候補生
〝　　　お母様

矢島　玲様

矢島典子様

浦和東ロータリークラブの滞野と幹事の小久保です｡

よろしくお願いします｡先日､横田会長､清水幹事､大

島先輩､篠原さんがお見えになりまして､ 30周年への

意気込みをひしひしと感じましたので､今日は訪問させ

て頂きました｡お互いのクラブが益々発展しますよう今

後ともよろしくお願いいたします｡

米山記念奨学生烏日宇さん
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浦和レッズダイヤモンズ㈱パートナー営業部山本桂司様

本日は､このような貴重な時間を頂きまして会長はじ

め皆様に厚くお礼申し上げます｡

皆様のご支援をいただきまして､浦和レッズは2016年

年J1年間首位,そして､ルヴァンカップ優勝することが

できました｡ありがとうございました｡

『浦和レッズについて』　要旨

浦和レッズの理念

1､社会の一員として､青少年の健全な発育に寄与します｡

2､地域社会に健全なレクリエーションの場を提供します｡

3､さいたまから世界へ向けて開かれた窓となります｡

年間1位になりましたが､チャンピオンシップで優勝

すると本当の1位となります｡ここで優勝すると世界で

戦えます｡ 12月3日､さいたまスタジアム応援よろし

くお願いいたします｡

浦和レッズの現況

■ルヴァンカップで13年ぶりに優勝｡ Jリーグで優勝

出来れば､ 10年ぶりの優勝となります｡

レディスは駒場でやっております｡今シーズンは苦しい

シーズンでしたが､何とかトップリーグに残留すること

が出来ました｡

■浦和レッズハートフルクラブというものをやっていま

す｡ 3万人以上の子供たちとサッカーを通じて心を育む

活動に取組んでいます｡主なものは､浦和レッズハート
′＼フルスクールで､浦和及びその周辺の小学校に､浦和レ

ッズのスタッフ､コ∵チ､元日本代表のキャプテンをし

ていた落合さんが学校にを廻ってサッカーを教えますo

また､アジアの貧しい国々にもコーチ陣を派遣してスク
ールを行っていますo

Aアカデミーは､近年力を入れはじめまして､トップチ
ームで活躍するユース出身の選手も増えていますoトッ

プチームにレンタルしている選手もいます｡岡本選手､

湘南ベルマーレにいます｡上野選手､宇賀尻選手､関根

選手もユ-ス出身です.

■浦和レッズの平均入場者数､ 2015年38741名､ Jリー

グではトップです｡約4万人の方がさいたまスタジアム

に来ていただいております｡本当にありがたいことです｡

1位浦和レッズ､ 2位FC東京､ 3位横浜マリノス

●浦和レッズは､入場者数と入場料ともJリーグトップ

です｡

シーズンチケット18735席､平均入場者38000人のうち

18000人､約半数がシーズンチケットホルダーというの

はJリーグの中でも特筆すべきことです｡

■売上高は60億円､ Jリーグの中でもナンバーワンです｡

広告料収入25億円､入場料収入が21億円ですが､世界

に比べたらまだまだです｡

■日本では､ Jl ･J2･J3併せて937億円､世界では､イ

ングランドが6044億円､フランスでも1948億円｡なに

が違うのかといいますと､放映権収入です｡日本は50億

円､一番多いイングランドで3210億円｡日本の50億円

は今シーズンの話で､来シーズンからはパフォームとい

う会社が放映権を購入し下さって､ 10年間で2100億円､

1年で200億円になります｡

■クラブワールドカップで決勝まで行けばレアルマドリ
ードと試合が出来るといいましたが､レアルマドリード

は世界でトップの売上高です｡ 793億の売上があります｡

次がバルセロナで770億､マンチェスターユナイテッド

714億､浦和レッズは61億円｡

浦和レッズ､皆様方のご支援を頂きまして頑張っており

ますが､世界で戦うためにはもっと頑張らなくてはなり

ません｡今後とも､皆様の更なるご支援を頂戴して世界

と戦えるチームを作っていきたいと思っております｡

2017-2018年度青少年派遣候補生

矢島　玲さん

(浦和第一女子高等学校2年)

この度は､派遣候補生スポンサークラブになってい

ただき､誠にありがとうございます｡今回､このプロ

グラムに応募したのは､人と人のつながりがとても深

い青少年交換プログラムにとても惹かれて私もその一

員になってみたいと思い応募しました｡よろしくお願
いします｡

Ft--甲



浦和東RC会長揮野伸司様　初めて訪問させていただき

ました｡よろしくお願いします｡

浦和東RC幹事小久保岳彦様　本日は､表敬訪問にまい

りました｡一年間ご指導宜しくお願い致します｡

横田　元会長　皆さんこんにちは｡浦和東RC揮野会長､

小久保幹事､先日の訪問の際には大変お世話になりま

した｡青少年派遣候補生矢島典子様ようこそお出でく

ださいました｡本日の卓話､浦和レッズダイヤモンズ

㈱パートナー営業部山本圭司様よろしくお願い致しま

す｡鳥さんようこそ｡

斉藤忠治副会長　浦和東RC揮野会長､小久保幹事､本

日はようこそ浦和北東RCにおいで下さいました｡よ

ろしくお願い致します｡青少年派遣候補生矢島典子様

留学頑張って下さい｡浦和レッズ山本様卓話よろしく

お願いします｡

清水敏夫幹事　浦和東RC揮野会長､小久保幹事､先日

はお世話になりました｡青少派遣候補生矢島さんよう

こそ｡

斉藤忠治副会長　浦和東RC揮野会長､小久保幹事､本

日はようこそ浦和北東RCにおいで下さいました｡よ

ろしくお願い致します｡青少年派遣候補生矢島典子様

留学頑張って下さい｡浦和レッズ山本様卓話よろしく

お願いします｡

宮崎　康会員　浦和レッズ､年間1位おめでとうo

大島雅文会員　浦和東RC揮野会長､小久保幹事様よう

こそいらっしゃいました｡いつも貴クラブには大変お

世話になっております｡

金子　努会員　こんにちは!

篠原唯史会員　揮野会長､小久保幹事ようこそ｡歓迎申

し上げますo　貴クラブに伺ったときはお世話になりま

した｡ 30周年記念チャリティゴルフ大会に参加申込

ありがとうございます｡

浅見　定会員　皆様こんにちは｡お世話になります｡

囲谷昭吾会員　大分寒くなって来ましたね｡お互い体調

には充分気を付けましょう｡今日の卓話､浦和レッズ

㈱の山本様､第2ステージ優勝お目出とうございますo

よろしくお願いします｡今日のお客様､浦和東RCの

揮野会長､小久保幹事様ようこそお出で下さいました｡

又､留学生候補者矢島様歓迎します｡

町田信行会員　浦和レッズ山本様､本日の卓話よろしく

お願い致します｡浦和東RC滞野会長､小久保幹事よ

うこそ!!矢島様ようこそ!!

石井孝一会員　浦和レッズダイヤモンズ㈱パートナー

営業部山本圭司様本日の卓話宜しくお願い致します｡

浦和東RC会長揮野伸司様､幹事小久保岳彦様ようこ

そおいで下さいました｡お客様ようこそ｡

富樫　孝会員　浦和東ロータリークラブ会長揮野伸司様､

幹事小久保岳彦様お忙しい中ありがとうございます｡

歓迎申し上げます｡

上野拓也会員　明治安田生命2016年間1位おめでとう

ございました｡チャンピオンシップでの優勝を期待

します｡本日の卓話｢浦和レッズについて｣ ､浦和

レッズダイヤモンズ㈱山本圭司様､卓話楽しみにし

ておりました｡宜しくお願い致します｡浦和東ロー

タリークラブ会長揮野伸司様､幹事小久保岳彦様よ

うこそお出で下さいました｡歓迎申し上げます｡皆様､

12月3日(土)チャンピオンシップ､さいたまスタジア

ムに足をお運び下さい｡

吉田律子会員　皆様こんにちは｡寒い朝をむかえました｡

しっかり食事をして暖まりましょう｡ 11月は七五三

参りの方がまいりますので､人数は減少しましたが､

付き添いの大人が多くて大変です｡土日と祭日に集

中しますので､ロータリーの各行事に参加出来ず申

し訳ございません｡又､ 20日は午后5時から恵びす

講のお祭りを本太神社で行います｡楽しい集いです

ので商売繁盛を願う方はご来社下さい｡

宇津野芳志男会員　浦和東RC会長揮野様､幹事小久保

様ようこそ､会長には公私共にお世話になっています｡

浦和レッズダイヤモンズ山本様､本日の卓話楽しみ

にしています｡

繰越金580,000円　本日35,000円　計615,000円

出席報告

(＼

12月の年次総会欠席となりますの

で､次年度理事役員発表を町田直　′ヽ

前会長にお願いしました｡

(1397回例会地区大会は次号掲載)

例会日 剔告� 偬����欠席 挽薐�出席免除 偬��越b�

普 免ﾂ���44 �#B�8 湯�3 塔�紊坦�
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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

墓琵掌る　事務局さいたま市浦和区高砂2-4-3　幹　事
口~91)一　　　　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

元男治夫央渉裕

義忠敬和

田木藤水野崎横鈴斉清星岡森


