
第 2845回例会

≪司 会≫  川崎 依子 君

_ ≪合 唱≫  「君が代」

≪BGM≫

≪ゲス ト≫

≪ビジター≫  な し

≪本日のお祝い≫

お誕生 日

3月 3日 佐野 哲一 君

まほろば 姫神

(株 )エ スパルス取締役副社長兼GM
久米 ―正 様

平成 29年 3月 1日  天候 晴

半期に一度 くらいあってもいん じゃないかと思つてい

て、特に今のや り方では同じクラブのロータリアンが同
じテーブルに座るのですが、シャッフル していろいろな
クラブの方、市内ですのでお知 り合いの方もいらっしゃ
るでしょうから、そこで交流を深めたらどうかと思いま

す。講演や落語を聞くのもいいのですが、ほかの工夫が

あつてもいいんじゃないかなと思います。皆さんはどん

なお考えをお持ちでしょうか ?

本 国のグス トスピーヵ―はェスパルスの久米副社長
とい うことで、私もジュビロの副社長を 5年間やつてお

りました。両クラブとも厳 しい時代がありましたが、今
シーズンは楽しみなシーズンにな りそ うです。サッカー

王国を静岡を代表する両チームが盛 り上がれば、静岡の

高校サ ッカーも強 くなってくれるん じゃないか と思っ

ていますので、しっか り応援をしていきたいと思います。

≪来賓卓話》

(株 )エ スパルス取締役副社長兼GM
久米 一正 様

今 日は静 岡東

RCに お 招 きい

た だ き あ りが と

うございます。

実 |ま この お 話

を頂戴 した とき

に、アン トラーズ

戦 の次 の週 だ な

あと、アン トラーズに負 けた らここに出て くるのが難 し

いなあと思つていま した (笑 )。 いい試合ができた と思っ

ていますが、これか らが大事かな、復活に向けてあ りと

あ らゆることをやって、地域の皆様 に可愛がっていただ

けるエスパルスになっていければな と思っています。

実は 3年の ビジ ョンを作 るために昨年の 12月 か らこ

ちらに出向いていま した。強化の基本の指針、サ ッカー

ビジ ョン、 トップチームの行動指針、こ ういった ものを

選手たちに可視化 しない と理解 して もらうのは難 しい

だろ うとい うことで、クラブハ ウスの練習場の選手控室

結婚記念 日

3月 3日 森下 登志美 君

≪会長挨拶要旨≫ 杉田 至弘 副会長

勝 山先生の御逝

去につきま しては

心よ りご冥福 をお

祈 りいたします。

いよいよ 3月 に

な りま した。 3月
3日 はひなまつ り

6日 は二十四節気

の啓蟄、14日 はバ

レンタイ ンのお返 しのホワイ トデーで、た くさんもらっ

た方は準備 をされていることと思います。

18日 は春の彼岸の 日です。最近は仏事のや り方やお墓
の作 り方 とかいろんな流儀があ りますが、墓参 りとい う
のは平和な行事かな と思つています。私 もこの時期 にな

ります と、学生時代の友人が墓参 りに帰郷 してきて一緒

に食事 をす るのを楽 しみに しています。
ロータ リーでは 24日 に浅畑川の清掃、 IM、 そ して

PETSと 続 きます。 IMはイ ンターシティミーテ ィングの

略で、近隣のクラブが共通の話題で語 り合ってクラブの

交流 とこれか らを語 り合ってい くとい うことですが、先

日、 7ク ラブの合同例会 もございま した。 7ク ラブの合

同例会は年一回なんですが、私は常々年 4回 くらい、四

「2018年のエスパルスの戦い方」
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やアウェーの選手控室に大きく張 り出して、意識づけを

して今シーズンをスター トしています。

新任のヨンソン監督は日本の文化、日本人のメンタリ

ティをよく理解 していて、非常に温厚で選手のケアをよ

くするとい う評価で したので今シーズンを委ねること

にしました。篠田コーチもFC東京の監督経験があ り

実績のある二人を監督・コーチに据えました。今年加入

したクリンスラン、ファン・ソッコなど非常にいい補強

になつたのではないかなと思います。去年はけが人が非

常に多かったのですが、とにかく大きなけがをなくそ う

と考えています。今年はW杯イヤーですのでタイ トなス

ケジュールになっていて、リーグ戦の合間にルヴァンカ

ップも戦つていかなくてはなりません。

私は選手たちにフェアプレーでやってほしい、清潔感

のあるサ ッカープレイヤーを目指 してほしいと伝えて

きています。ゲームで最初にフェアプレーのフラッグが

入場 しますが、試合前に両チームのベンチ入 り全選手

監督、スタッフがサインをしています。サポーターを含

めあらゆる関係者を尊重する気持ちを持つてほしいと

思います。皆さんにはアンダーカテゴリーのゲームでは

レッド、イエローカー ドの外に、フェアプレーに対 して

出されるグリーンカー ドがあることをお知 りいただけ

ればと思います。

それから差別行為ですが、サポーターの横断幕で浦和

レッズは 1億 5千万円もの損失を受けましたc海外の事

例ではモンキーのジェスチャー、すチスの敬礼を思わせ

るジェスチャーをする選手が見られますが、出場停止の

処置を受けています。
エスパルスは 」リーグカップや天皇杯での優勝はあ

りますが、」リーグの優勝はまだありません。 Jリ ーグ

の優勝チームにはシャーレが送 られますが、このシャー

レはイギリス製で 14の丸でできています。初代の川淵

チェアマンが手書きで書いた絵が、この 14の丸の中に

彫 られています。シュー トの絵が多いのですが、一番上

|ま握手をしているシーンになつていて、フェアプレーが

大事だよという思いが込められています3

サッカーとい うのはミスが付き物です。11人が協力 し

てミスをおぎなってゴールを奪っていくスポーツです。

うまくはまると流れるようなパスワークになるわけで

すが、それに|ま 日頃の積み重ねが非常に大事です。ビッ

チ内では監督が目指すサッカー、ピッチ外ではチームの

ブラン ドを守っていかなくてはなりません。選手には社

会性を高めるための教育が必要だと思つています。特に

チームの質が_上 がらなければ、収益の拡大は望めません。

そのためには選手の教育も大切です し、評価・査定につ

いて公平性 と平等性がある、と選手が理解 してくれる必

要があります。選手には、美 しい言葉を使 う、時間を守

る、身だしなみをしっか りするとい う教育をしています。

こうした規律が守れれば品格が備わ り、風格が生まれ

そ うした集団になったとき初めて、サッカーの神様がこ

のチームに優勝 させてもいいかなあとなってくる、そん

な話を選手たちにしています。沢登さんや斎藤俊秀 さん

市川 さん、英国で活躍中の岡崎さんといった名選手たち

のロッカーは素晴 らしくキレイです。そ うい うきちんと

した選手に育てていきたいなあと思います。チームでの

意識づけとして、 」リーガーは子供たちの憧れであ り

注 目の中に置かれていて、一般の人たちより責任感のあ

る行動が求められているとい うことを選手たちと徹底

してコミュニケーションを取つて、しつか りと理解をさ

せていくことがフロン トの仕事だと思っています。

心・技・体 と申しますが、 1人 1人が人間力を高め

11人全員が人間力を高めたときにチームの成績につな

がると思います。まだ始まったばか りですが、皆さんに

シャーレを見せなければならないということで、1年間

頑張つてまい りますので、エスパルスを可愛がつていた

だきたいと思います。

≪スマイル報告≫

中嶋 達郎 君   エスパルス頑張れ !」 1残 りは

鈴木 洋一 君

早めに確定を。

エスパルスが早 くホームで初勝

利 をあげることを祈念 してスマイ

ル します。

お誕生 日のお祝いをいただきあ

りがとうございました。大切に使わ

せていただきます。。

山下 勝央 君

森下登志美君   結婚記念 日のお祝いあ りが とう

ございます。結婚 してから27周年

となります。これからもぼちばち暮

らしていきたいと思います。

≪出席報告≫

会員数 出席 欠 席 MU 完全欠席 確定出席率

51(48) 7

52(50)

2/15 52(50) 9 4 5 90 0%

(会 報作成 森下 登志美 )


