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第 2822回例会

≪司 会≫  川崎 依子 君

一ヽ ≪合 唱≫  「手に手つないで」

≪BGM≫   ジュリー ロロン ドン

「クライミー・ア・リバー」

≪ゲス ト≫ ホ―゙イスカウト静岡地区国際対外交流

委員長 松田 茂 様

≪ビジター≫ 海野 育男 君 (浜松 RC)

≪本 日のお祝 い≫

お誕生 日

8月 24日 新聞 桂子君

≪会長挨拶要旨≫

は名古屋でのご活躍 をお祈 り申 し上げます。 さて次週

例会の 日にな りますが 8月 31日 にサ ッカー ワール ド

カ ップの最終予選が埼玉スタジアムで開催 されます。

次週は静岡南 ロータリークラブ との合同例会で国際 ロ

ータ リー第 2620地 区松村友吉ガバナーの公式訪間の

日で もあ リサ ッカーな どの話 もどうか と思い今 日お話

しさせて頂 きます。

ワール ドカ ップのアジア最終予選は、アジア、オセ

アニアの地区予選 を勝 ち抜いた 12チームが、A,B2
グループに分かれ、それぞれのグループの上位 2チー

ム、計 4チームに来年ロシアで開催 され る大会への出場権

が与えられます。又 3位チーム同士でブ レーオフを戦

い、勝利 したチームが北中米カ リブ海 グループの 5次

予選の 4位チーム とホーム&ア ウェーで対戦 し、勝者 に

結婚記念 日

該 当者な し

高田 雅司 会長

本 国はボーイスカ ウ ト静

岡地区国際対外交流委員長

の松 田茂様 より「ボーイス

カ ウ トのシンガポール との

国際交流活動」の卓話を頂

きます。又 親睦活動 グル

ープの河野会員におかれて

平成 29年 8月 24日  天候 晴

本大会への出場権が得 られ るチャンスが与えられます。

日本は Bグループに属 し、サウシ
゛
アラヒ

゛
ア、オーストラリア、UAE(ア

ラフ
゛
首長国連邦 )、 イア、タイの 6チームで、ホーム&ア ウ

ェーにて 8試合消化をし 現在勝点 17で トップに立っ

てお りますが、残す 2試合 の対戦相手が、サウシ
゛
アラビア

とオーストラリアが勝 ち点 1差の勝 ち点 16で続いてお ります。

31日 はホーム埼玉スタジアムでオーストラリアと午後 7時 35

分 よ り運命の決戦を迎え、勝利すれば出場権 を得 る事

とな り、万が一負 けると最終の 9月 5日 ア ウェーでの

サウデアラヒ
や
ア戦での勝利が必須 とな ります。

今回いずれか勝利 し出場 を決めれば 1998年 のフランス

大会か ら連続の 6回 目の本大会出場 となる訳です。

今でこそ Jリ ーグも話題 に上 り、サ ッカーに対す る

関心 も大きくな りま したが、JFL(ジ ャパ ンフッ トボー

ル リーダ)の 頃 |ま 、全 くのマイナーなスポーツで草薙球

技場で 日本 リー グの運営 な どして も観客 はまば らで

TV中継 などもあ りませんで した し、ま してや ワール ド

カ ップ出場など夢のまた夢の事柄で した。それが 1993

年に Jリ ーグが創設 され、南米や ヨー ロッパか らジー

コや リ トバル スキーな ど多 くの名選手が参入す る と

個々の技術 もあが り、飛躍的に レベルが向上 し5年後

のフランス大会には初出場を果たすまでに成長 しま した。

FIFAラ ンキングが公表 されていますが 1998年 に

は、なん と 9位にランクインしたこともあ りま した。

現在 日本はFIFAラ ンキング 44位 です。ワール ドカ

ップ本大会への出場チーム数 32チームか らしても決

して誇れ るレベルではあ りませ んが今 回のロシア大会に

も出場を果た し、これまで築き上げてきた歴史をさら

に積み上げ、近い将来、夢である、 もう一度 日本での

ワール ドカ ップの開催 と、 日本代表の本大会での決勝

戦進出を果た してもらいたいものです。皆 さん 31日 は

両替町をスルー し、まっす ぐ帰宅 しTVの 前でサ ッカ

ー 日本代表を応援 しま しょう。

≪河野雅一会員 退会挨拶 ≫

スマイル に も書 きま したが 4年半の間、皆様 には

大変お世話にな りま した。

あ りが とうございま した。

2017-2018
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≪ロータリーの友 7月 ・ 8月 号紹介≫

広報・雑誌グループ 鈴木 広士 君

ロータリーの友 7月 。8月 号より、今年度の編集 目

標、ガバナーの横顔、静岡東RCの社会奉仕活動、会

員増強の記事を紹介。

≪来賓卓話≫

ボーイスカウ ト静岡地区国際対外交流

委員長 松田 茂 様

『ボーイスカウ トのシンガポールとの国際交流活動』

皆 さん こんにちは。

今 日はボーイスカ ウ ト

運動 とシンガポール と

の国際交流の 2点につ

いてお話 しさせていた

だきます。

ボ ー イ ス カ ウ トは

心身 ともに健やかな青

少年 を育成す る社会教育活動でそのための手段 として

野外活動 を しています。 1907年 にイギ リスで始ま り、

世界 164か国 4千万人が参加す るグローバルな活動 を

行 つています。日本では 1922年 にスター トし、静岡は

“日本のボーイスカウ ト運動発祥の地"と して全国大

会を数多 く開催 し、またボーイスカ ウ トを通 じて皇室

とのご縁が深い県です。

次 にシンガポール との国際交流 ですが若 い年代か

ら国際交流の経験 を積むことで、国際感覚を身に着け

世界で活躍できる人材 を育成す ることを 目的に 2014

年にスター トしま した。2016年には小学生を中心にシ

ンガポールに派遣 しま した。 8日 間でキャンプ場での

合同活動、文化施設見学、学校訪問な どの活動を行い

ま した。 ほとん どが初 めての海外で したが海外方「 行を

エンジ ョイ しホームシックな どもなく、子供もや らせ

ればできるとい うことが分か りま した [

こ うした活動は、定期的かつ組織 した交流 と相互に

訪問 しあ うことが大切です3最大の壁は、引率者の確

保 と費用負担ですが、関心がおあ りの会社 をご存知で

した ら紹介いただきたい と思います。本 国はあ りが と

うございま した。

≪スマイル報告≫

山下 勝央 君   先 日の納涼夜問例会では、大変お

世話 にな り、あ りが とうございま し

た。今年 も一年間親睦委員 を宜 しく

お願い致 します。

鳥屋原 昇 君 皆出席表彰を頂き有難 うございま

す。ネ ッ トも活用 し、こまめにメイ

クアップを実施 した甲斐がありまし

た。今年度 も表彰いただけるように

頑張 ります。

前回皆出席の表彰をいただきあり

がとうございました。同時にまだ 2

年 目の皆出席 とい うこともバ レてし

まいました。今年度も皆出席に向け

がんばりたいと思います。

川 口 尚宜 君

杉 田 至弘 君

新間 桂子 君

遠藤 正和 君

佐野 哲一 君

高柳 正雄 君

河野 雅一 君

皆出席のお祝いあ りがとうござい

ます。アメリカのWeb上 でメーキ

ャップできるeclubOneを 知

つてからは、いつでもメーキャップ

できるようにな りました。感謝 して

スマイル致します。

皆勤賞表彰ありがとうございま し

た。そ うかァ !あれから 10年経った

んだ。皆勤に拘つてメイクアップを

しつか りやつて区切 りの 10年皆勤を

した自分を褒めてや ります。皆 さん

これからもどうぞ宜 しくお願い しま

す。

先週は皆出席の表彰を、今週はお

誕生 日のお祝いをあ りがとうござい

ます。猛暑に負けないようがんば り

ます。

海外出張と目の手術で lヶ 月ほど

休ませて頂きました。 目の方の話で

すが 7月 20日 に目の中に内視鏡を入

れて黄斑上膜の除去を行つたのです

が、網膜の剥がれ掛けが発見されこ

れを押 さえつけるため 6フ ッ価イオ

ウとい うガスを注入 されました。ガ

スが消えるまでの 2週 間完全 うつ伏

せの刑に処せ られ 自宅で謹慎 してい

ましたE動 きが取れなく完全欠席を

してしまったお詫びスマイルです。

ふた昔経るも、成年老い易 く銭な

りがたし。怪 しく輝きしまなこも惨

め老眼、自内障の′心配、あの頃の地

獄耳もテ レビの音が うるさいと怒 ら

れる始末。継続は最大の醜態 となる

恐れ、さて続きが有るや無 しや。だ

らだらと20年お付き合い頂いた御礼

まで。

不都合が生じ10日 ほど入院 してき

ました。 8日 間の絶食で身も心もき

れいにな りました。ご心配いただき

また、欠席中に皆出席表彰もいただ

きありがとうございました。

4年半、本当にありがとうござい

ました。一生の想い出になります。

静岡に来て本当に良かつた !|いつ

かOB会で呼んで下さい。

≪出席報告≫ (8/17分 を含む)

会員数 出席 欠 席 MU 完全欠席 確定出席率

8/24 5

8/17 5

37 5 9 6 8846%
7/27 1 7 4 9245%

(会報作成 鈴木 広士 )

相原 雄治 君


