2020−21年度 国際ロータリー会長
ホルガー・クナーク

第2812回例会 2020年 12月 15日
創立 昭和 37年 1月 19日

【第2812回例会】
12/15 (火) 移動例会 クリスマス例会
場所：西武所沢S.C.
12/22 (火) 休会（ 定款の規定により ）
12/29 (火) 休会（ 定款の規定により ）
1/5 (火)

休会（ 定款の規定により ）

1/12 (火) 卓話：とよ福 様( 和風パフォーマー )
場所：所沢商工会議所 会議室 1・2
1/19 (火) クラブ協議会
場所：所沢商工会議所 会議室 1・2

第 2811回 例 会
会 長の時 間

承認 昭和 37年 2月 5日

幹 事報告

＊1/12(火)新年会を通常例会へと変更いたし
ます。また、例会後に1月理事会の予定です。
＊1/19(火)11時～所沢商工会議所にてクラブ
協議会です。
＊1/26(火)通常例会ですが、陶芸教室を予定
しています。会場等においては改めてご案内いたします。
＊2月20日(土)IMがホテルヘリテイジ飯能にて開催予定で
す。12時45分登録開始です。
＊新型コロナウイルス感染拡大に伴い感染拡大防止策を
取りながら来年も頑張っていきたいと思っております。
矢部 瑛美子 委員長

レポート

見沢年度 累計

見沢 孝一 会長

メンバーの木下宏さんが１２月４日にお亡く
なりになったと知り大変驚きました。先日、
木下さんのご自宅に梅沢幹事と一緒にお見
舞いに行った時は、ベットから起き てコタツ
でお話をしたばかりだったのに 残念です。
木下さんの思い出は大きな声で皆を笑わせたり、大家
族でクリスマスや色々な事業に来ていただいた事です。
心よりご冥福をお祈りいたします。
１２月は、「疾病予防と治療月間」です。世界中でも
日本は長寿社会で、平成２７年の日本人の平均寿命は
男性が８０.７９歳で世界４位、女性が８７.０５歳で世界２位
でしたが、男女合わせれば、平均寿命は８３.７歳で、依
然として世界一の長寿国です。しかし、日本も以前は
欧米に比べてけして長くなく、男女平均寿命は明治時
代が４３歳、大正時代が４６歳であり、むしろ寿命の短い
国に分類されていました。昭和５０年にスエーデンを抜
き、世界一の長寿国になったのを契機として現在まで
世界一を誇っています。その理由の一つとして戦後、
生活環境の改善によって、日本人の栄養状態が良くなっ
たからと言われています。感染症で亡くなる割合が減り、
母子健康の充実により、乳幼児、新生児の死亡率が極
端に低下したことが日本人の平均寿命を大幅に延ばし
た要因の一つとして挙げられています。又、乳幼児死
亡率を高める重要な要因として不衛生な環境の問題が
挙げられます。特に水の問題は深刻で、現在でも３１か
国が水不足に悩んでおり、１２億人の人は不衛生な環境
で暮らしております。開発途上国に おける病気の８０％
は汚水が原因ともいわれています。このように、水問題
は、疾病の予防の意味でも避けては通れない課題です。
世界のすべての子供たちが安全で健康な暮らしができ
る日がいつか来ることを願いながら、我々もできる範囲
で、グローバルな奉仕活動に取り組んでいき たいと思
います。本日は、「疾病予防と治療」に ついてお話し
しました。
会長

梅沢 好文 幹事

見沢 孝一
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見沢 孝一さん：本日はさいたまスポーツコミッ
ション会長の池田様には所沢ロータリークラブ
においでいただき有難うございます。卓話楽
しみにしています。
鳥居 由美子さん：お久しぶりです。
1か月半の家政婦生活で少し痩せた
身体が2週間の自宅ステイで元に戻っ
てしまいました。皆様に痩せた姿をお
見せ出来なかったのが残念です。
日向 貴一さん：加藤さん入会有難う
ございます。活躍を期待しています。また、本日の講師の
池田様、お忙しいところ有難うございます。
二上 昌弘さん：加藤さん、入会おめでとうございます。
末永く宜しくお願いいたします。
木村 良孝さん：加藤和伸さん、所沢ロータリークラブ入
会おめでとうございます。例会は毎回出席するように。
本橋 敬明さん：池田様、本日は所沢ロータリークラブに
お越しいただき有難うございます。卓話楽しみにしており
ます。
本橋 敬明さん：加藤さん、入会おめでとうございます。
末永く宜しくお願いいたします。
加藤 和伸さん：歴史と伝統ある所沢ロータリークラブに本
日入会させていただきました。1日も早く皆様のお仲間に
慣れるよう頑張りますので宜しくお願いいたします。
浅海 剛次さん：本日、所用により早退いたします。
矢部 瑛美子さん：私はおばあちゃんになりました。先月、
元気な可愛い内孫が生まれ、実来(みくる)と言う名前をつ
けました。娘も結婚しましたし。この1年間が我が家にとっ
ては新しい家族が増えた実りの1年となりました。
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入会 式
所沢交通株式会社 代表取締役 加藤 和伸 さん
この度は歴史と伝統ある所沢ロー
タリークラブに入会させていただきま
した。一日も早く皆様のお仲間にな
れるよう頑張りますので宜しくお願い
いたします。

委員 会報告
親睦活動委員会 安達 裕之 委員長
12月25日に今年最後の例会でクリスマス例会
が西武所沢S.C(所沢西武)特設会場にて開催さ
れます。出席される方は体調を万全にされて
のご参加をお願いいたします。なお、当日は5
00円玉硬貨を使った催し物がございますので、お釣りのな
いようご準備をお願いいたします。
広報雑誌委員会 鳥居 由美子 委員長
「ロータリーの友 12月号」の紹介
横組み：P7 世界のクラブの例会は今 P10 初
めての国際奉仕事業の楽しみ方 P15 声掛け
(所沢東クラブ) P22 躍動する台北 P47 連載コミック「ポー
ル・ハリスとロータリー」 縦組み：P4 環境中の有害物
質の健康に与える影響 P13 私の一冊「総理にされた男」
P16 友愛の広場「利害関係のない、本当の友情」(東京
恵比寿RC・松島トモ子)

卓話： 池田 純 様
( 一般社団法人

さいたまスポーツコミッション 会長 )

演題：「新生さいたまブロンコスについて」
オリンピ ックで 埼玉で サッカーとバスケット
が会場になるというので プ ロスポーツを見て
欲しい、という話から始まりました。アメリカの
3大プロスポーツのひとつでもあるバスケット
が、日本の第3のプ ロスポーツと呼ばれるほ
どである事、小中学生の競技人口が多いこと、オリンピ ッ
クの会場であること等を理由にバスケットに注目しました。
2000年代当初、日本初のプ ロバスケットボールのbjリー
グが開幕した時のオリジナル６の中にブロンコスがいました。
昨年12月頃、歴史もあるブロンコスを盛り上げていこう！と
運営をしてきたが、経営難であることを理由にBリーグから
“プロのライセンスは出せない”と通達がきたので再生を
手伝って欲しい、と相談がありました。過去の経営を見て、
スポンサー企業との縁を濃くしよう、地域のコミュニティに
参加しよう等、ブロンコスとして未経験の事を始めようと考
えました。
2月頃前任者から全てを預かり再生開始となったタイミン
グでコロナ禍により全試合中止となりました。スポンサーリ
ストやファンクラブリスト等のデータを全消去された状態で
引き継いだので 、生で 観るしか情報を得る方法がないの
にバスケットのシーズン中である6月までにブロンコスの試
合を1度も観たことがありませんでした。前シーズンは資金
繰りに奔走し、やっと再スタートとして県内各地の過去の
縁を辿ってお世話になった方々に会いに行きお話を伺いま
した。行政との繋がりも太くし、所沢市とさいたま市をWホー
ムタウンとし高校バスケの強豪校がある深谷市とも提携し、
埼玉各地で 認知してもらえるよう拡充しています。プロス
編 集・印 刷： 株式会 社シス テム ネット ワーク

ポーツとしてバスケットは世界的にも盛んで 、埼玉も子供
達の競技人口がとても多いのに、プロバスケットチームが
軟弱では優秀な選手が県外に出て行ってしまいます。そう
ならない為にもブロンコス再生に取り組んでいます。
1年目の今年、コロナ禍でスポンサーさんの数も増えな
い等の準備も整っていませんが、何とか運営できる状況に
しました。Wホームタウンの行政の協力もあり、小中学校
や幼稚園に選手が出向いて交流の場を設けてもらい縁を
深める活動も始めました。2年目の来年は、浦和の駒場体
育館がリニューアルされるのでWホームタウンの利点を活
かした集客に注力し、Wホームタウンの大学生以下の子供
を試合に無料招待、県内各地で の試合開催し認知度アッ
プ と縁の確立。屋外にもバスケットコートを作り子供達が
バスケットに親しめる環境作りと将来のオリンピック候補選
手の育成としてユースチームを立ち上げて、日本全国の
プロチームと戦う機会を設けていきたいと考えています。3
年目以降は、やっと土台が出来るホップステップジャンプ
のホップ部分になります。4年目はステップの年で、5年目
にジャンプの年とします。本当の市民クラブにしたいと考え
ていて、所沢市とさいたま市の市民の方を中心に安い値
段で株を買って頂いています。少しずつですが、増えてき
ています。5年後に株式の50％を市民の方が持っている状
態を望んでいます。「株主が市民」とすることにより家族
や同級生との会話のきっかけや地域の絆のようなものになっ
ていけるチームを目指しています。
開幕は来年の1/16・17が初陣となり、所沢では2/20・21
が初戦となります。派手なことは出来ませんが、子供達を
無料招待しますので遊びに来ていただければ嬉しいです。
地域の夢で あり宝で もある子供達の元気でスポーツは
育っていくものと思っておりますので、まずは我々が頑張っ
て、地域の大人達が頑張って、そ して子供たちの未来を
担っていくことが重要と考えます。是非、お力を頂けたら
幸いです。

今 週のヒトコマ

おく やみ
当クラブ会員 木下 宏 様(享年 86歳)が
12月4日(金)にご逝去されました。
ここに謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

- ロータリー歴 昭和59年 1月31日 入会
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