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「ロータリーの心を実践しよう」
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基本的教育と識字率向上月間
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【出席報告】ＭＵなし
龍山利道様
陣野荘太郎様

【会長報告】
新座クラブより龍山様、陣野様ようこそ。
今週は生憎の雨続き。気持ちだけは晴れやか
にいきたいと思います。地区より各部門セミ
ナーの案内。９／１２青少年、２６社会奉仕、
２７公共イメージ。私も出席しますので各委
員長よろしくお願い致します。
大野（泰）会員のお見舞いに土屋幹事と参り
ました。車椅子でしたがとても元気でした。
退院後リハビリに時間がかかるとの事です。
本日、安全運転管理者講習会（市民会館）
。今
日のような雨の日、夕方の車の運転は事故の
ないようくれぐれも注意をお願いします。
【幹事報告】
９／１６パスト会長会議は内規の改正その
他を行います。ご出席よろしくお願いします。
【委員会報告】
◎親睦活動委員会
神田（敬）君
多くの
８／２６マロウドインでの夜間例会、
ご参加有難うございました。１０／１４バーベ
キューパラダイスで懇親を深めます。南口を
大型バスで１７時発。
バッジをご持参ください。
◎親睦活動委員会
本橋君
１１／１２飯能グリーンＣＣで親睦ゴルフコンペ。
１０組。
８：２８開始。参加費３千円。奮ってご参
加ください。終了後、懇親会は当ホテルです。

前島出席委員長
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【結婚・誕生日祝】
坂本親睦活動委員
◇入会記念日おめでとう 山岸君
◇結婚記念日おめでとう
大野（泰）君、大野（康）君、藤原君
◇会員誕生日おめでとう
４木川君、９中山君、１９土屋（良）君
２２神田（敬）君、２８土屋（崇）君
◇夫人誕生日おめでとう
１１大野（泰）夫人、２３森夫人、２８和泉夫人
【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・結婚祝い有難うございます。
大野（康）君
・誕生日祝い有難うございます。
木川君
土屋（良）君、土屋（崇）君、神田（敬）君
・家内の誕生日祝い有難うございます。和泉君
・新座ＲＣ龍山
（たつやま）
さん、陣野
（じんの）
さん
ようこそ。森貴信様よろしくお願いします。
和泉君、
小川君、
吉田（行）君
間邉君、
土屋（崇）君、
・遅刻
細田（伴）君
・早退
馬場君、大野（康）君
本日計２８，
０００円、累計額１９４，
０００円。
◎１６日例会当番は前島会員、森会員です。
【卓
話】
講師紹介
中里（忠）プログラム委員長
１９６９年、長崎市生まれ。筑波大学国際関係
学類を卒業、慶応ビジネススクールでＭＢＡ取得。

豊田通商、
トヨタ自動車に勤務後、Ｊリーグ２部Ｖ・
ファーレン長崎の創設に関わる。サガン鳥栖、プ
ロ野球独立リーグ長崎セインツを経て、２０１０年
から埼玉西武ライオンズ経営企画部長、事業部
長を歴任。現在、西武ホールディングスに勤務。

スポーツによる地域活性化
なでしこリーグ「ＡＳエルフェン埼玉」の挑戦
ＮＰＯ法人エルフェンスポーツクラブ
副理事長

森

貴信様

たまたま来られた方が同じ長崎西高校出身。
「こ
ういう応援もあるんだな」と。非常に嬉しいです。
今はサッカーですが高校まで野球をやっていま
した。地元の悪友からは「なんばタカノブは野球
やろが！」とよく言われましたが、これも考えがあ
ってやっている事です。卒業後、商社マンとして
繊維担当でイタリアに１年駐在した事もあります。
トヨタグループではインドを担当。現在は西武ラ
イオンズのご縁で西武グループの正社員として所
沢本社で働いております。スポーツと関係ない部
署で「さびしいな」と思っていたところ、
Ｖ・ファー
レン長崎を創った時の仲間（ＪＦＡスポーツマネ
ジメントスクール２０名の同級生）の早乙女理事
長から「手伝ってよ」と言われ、ＮＰＯ法人エルフ
ェンスポーツクラブに１年前位に入りました。ち
ふれの大河原工場の隣にグランドが出来るとい
うのは知っていました。地域と一緒にスポーツチ
ームを運営していくところで、私の経験が役に立
てば良いなと、アドバイザーから入り、今、副理事
長です。西武に勤めているため、完全なボランテ
ィアでやらせて頂いております。
スポーツ業界に入ろうと思ったきっかけは、黒
字化になかなかならないという事。親会社の広告
塔であり、球団運営単体では黒字にならない。西
武ライオンズは福岡から１９７９年に所沢に引っ越
してから３０数年ずっと赤字でした。
「黒字にする
気があるなら一緒にやらせてください」と偉そう
に言わせて頂いて、２０１０年から入り、２０１１年
度、経営企画部長の時、営業黒字を出しました。
Ｖ・ファーレンも設立以来３期連続黒字、サガン
鳥栖は２回潰れましたが、０８年シーズンに初め
て黒字化。鳥栖の人口は飯能市と同じ位です。
ＡＳエルフェン埼玉は３０年以上続く老舗クラ
ブ。なでしこリーグ１部所属。全１０チーム中、一
番強いのがＩＮＡＣ神戸レオネッサ。浦和レッズ
の売り上げは約５０億で男子と女子のチームをや
っている。女子チームだけのＡＳエルフェンは予
算１億円。ＩＮＡＣは女子チームだけだが３～５
億。
ちょっと頑張れば上に行ける立場にあるのか
なと思っています。狭山で創設、０８年に総合型
地域スポーツクラブの認定を受けました。
先のＷ杯は準優勝でしたが２０１１年Ｗ杯優勝
で有名になった。北京五輪でも準優勝。レベルは
世界でトップクラスだが、男子はほとんど全員が
プロなのに比べて女子は普段仕事をしながら夕
方、夜に練習している。日本サッカー協会
（ＪＦＡ）
の下に「Ｊリーグ」
「なでしこリーグ」
がぶら下がって
いて、Ｊリーグの年間予算は約１２０億円。
スポン
サー、
放映権、
グッズライセンス料等の収入がリー
グに入ってくるため、
その中からＪ１に３億、
Ｊ２に１
億と分配金を出す機能もリーグが果たしている。
片や、なでしこリーグは５億円。公式試合をやる

のが精一杯で分配までいか
ない。ビジネスになってい
ないのが現状。裏を返せば
まだ伸びる余地がある。男
子サッカーは世界ランキン
グ４０～５０位。女子は３～
４位。ＪＦＡの予算分配がど
うにかならないのかと思う
がリーグも自助努力しなけ
ればいけないし我々個々の
チームも収入を増やしていかなければいけない。
「自分は何をやってるんだろう」とふと思うので
す。儲かる仕事でもなく、クラブ運営をする人は
労働時間も長い。スポーツ業界の中で先輩後輩
等、いろんな理不尽な事もある。そんな中、
「地元
に応援するクラブがあるとこんなに楽しいよ」と
いうところを皆様にお伝えする事が私のミッショ
ンだなと思ったのです。
１０年間大阪で働いていたのですが、上司の卓
上には黄色と黒の縦縞ペン立てがあって、先輩
からは「阪神が勝った日の翌日に稟議書を持って
行け」と言われたものです。それくらい毎日の生活
に
「勝った／負けた」
が影響していた。
それが、
地域
に密着、
根差しているスポーツチーム、
スポーツク
ラブのあり方。
「ダメ虎」
でも観客は減らなかった。
１０試合で６試合勝てれば優勝ライン。４試合は
負けると思っていた方が良い。
「勝った／負けた」
で観客数が変動していたら経営なんて危なくて
やっていられない。阪神タイガースはある意味、
理想的な経営をしていると思う。交流人口、スポ
ーツツーリズムの観点では「スタジアム」があると
必ず相手チームがやって来る。アウェイ、
ビジター
のお客さんをどう捕まえるか。これもスポーツビ
ジネスとしては大事なところです。
長崎を離れる時、送別会で、ボランティアスタ
ッフの女子高校生から「森さん、有難うございま
した」と真面目な顔で言われました。内気で学校
では友だちが出来なかったが、
Ｖ・ファーレンが
出来、
スタッフに応募した事で、
大学生のお姉さん
と２週に１度ホームゲームで顔を合わせるように
なり本当のお姉ちゃんのようになったとの事。人
と人との繋がり、
温かいものが、
スポーツの中には
あるのかなと思って、こういう仕事をしています。
飯能で１３年秋から練習しているのですが知名
度が上がっていません。ツーデーマーチで選手が
歩いたりもしていますがもっといろんな形で関わ
りたい。１４年「ＡＳエルフェン狭山」から「埼玉」
に名称を変えたのは固定したホームスタジアムが
無いため。
「狭山」
では熊谷の人に応援してもらえ
ません。本拠地を模索中です。飯能はホッケーが
盛んですが、いろんな事業を将来的にはもっと大
きくやりたい。市内で使える
（出来ればナイター設
備のある）
グランドがあれば是非ご紹介頂きたい。
「支援自販機」
は１００円のうち１０円がエルフェン
に募金されます。
「就労支援」
も有難い。
英語の
elfinは
「妖精」
の意。
メッツァが出来たら何かムー
ミンと一緒にやりたい。
「ホームタウン宣言」
みたい
な事をやって、もっと飯能の方々とお近づきにな
りたいと思っております。
（陣野様の質問に対して）
ファンクラブの人数がバ
ロメーター。サザン鳥栖は韓国人の監督にして強
くなった。
走らせたのです。
ニッチを責めた。
予算
の無い時には集中してやるしかないと思います。

