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本日の出席率８０.０％：会員数４５名・出席３２名・欠席９名・出席規定免除会員（４）４名・ビジター２名

前々回の修正出席率１００％：出席２８名・メークアップ１３名・出席規定免除会員２名

　本日は元サッカー

日本代表の松橋章

太様を卓話に迎え

ております。 現在、

佐世保市で子供た

ちのサッカーの向上

に御尽力頂いてお

ります。

　3 月 31日の選抜高校野球では、 敦賀気比の 6 番松本の 2 打席

連続ホームランと8打点は甲子園レコードの快挙でした。 ハリル・

サッカーは対ウズベキスタン戦に 5 : 1 で圧勝。 また、 U-21 はリ

オデジャネイロオリンピックアジア１次予選の最終戦で、 マレーシア

に１対０で勝って最終予選進出を決めました。 4 月 1 日、 同級生

が昨年まで監督をしていた東海大四校が、 昨年はコールドで浦

和学園に負けましたが、 今年は浦和学院に勝ち、 北海道勢 52

年ぶりの決勝まで進むことができました。 結果は準優勝でした。

　2020 年年 7 月24日（金）〜8 月9日（日）第 32 回夏季オリンピッ

ク及び年 8 月 25 日 （火）〜9 月 6 日 （日） 第 16 回パラリンピック

競技大会を東京都に招致することが決まり、 国立競技場は 8 万

人収容スタジアムへの建て替え計画がすでに進められていま

す。 東京都はすでに約 4000 億円の準備金を積み立てており、

大会運営予算は約 3000 億円 ( テレビ放映料、スポンサー収益、

チケット販売で賄う予定 ) を見積もり、 大会運営に赤字が発生し

た場合には政府による財政保証も取り付けています。 総合予算

は約 1 兆円で波及効果は 3 兆円と試算しています。

　

　東京都はインフラも再整備中で、 オリンピックを契機に東京を

水素タウン化し、 再生可能エネルギーによるエネルギー効率の

高い都市であることをアピールする計画を表明しています。

　チケット料金は各種目観客動員を目標として、 販売価格は平

均 7700 円 ( 最も高額な開会式も 2 万円〜15 万円 ) で約 6 割を

4400 円に設定。 また 16 歳以下の 「子供料金」 の導入も計画し

ています。 宿泊施設は晴海埠頭 - 選手村計画の半径 10km 圏

内に約 8 万 7000 室、 50km 圏内では約 14 万室の客室がすで

に存在し、 IOC の求める基準を大幅にクリアしています。 更に

貴方の輝くロータリーライフを
Your rotary life to glisten

１．例会変更

 　　ありません。 　　　 

２．来　　信　

・公益社団法人米山梅吉記念館

      「館報２０１５年春号」 の送付

　　　春季例祭のご案内並びに賛助会入会のお願い

・ガバナー事務所

　　　ビジュアルアイデンティティのクイックガイドの送付　　 

３．依頼・伝達

　 ・ セルフボックスにロータリーの友、 ガバナー月信が入ってい  

　　  ますので、 お持ち帰りください。 　　　　

佐世保南ロータリークラブ　　　　　　　　　畑田     明様

佐世保北ロータリークラブ　　　　　　　　　緒方　信行様

オリンピック閉幕後の残る遺産 （レガシー） も計画中で、 無駄の

無い両競技大会を目標としています。

　2020 年東京大会において、 「過去最多を超えるメダル数の獲

得」、 「過去最多を超える入賞者数の実現」、 「金メダル獲得 ラン

キング 5 位以上」 を達成するためには、 文部科学省では平成 26 

年度より 「2020 ターゲットエイジ育成 ・ 強化プロジェクト」 に おい

て大会で活躍が期待される若い年代のトップアスリートに対し、 特

別育成 ・ 強化を実施しています。

　お家芸の柔道、 体操の他、 先日も女子卓球 U-21 で平野美

宇 (14) が優勝、 追い風とはいえ男子 100m で桐生祥秀選手 (19)

は東洋人初の 9 秒 87 を達成。 ついでにテニス世界ランク 5 位

の錦織圭選手は間に合うでしょうか ? そして、 サッカーは 23 歳

まで。 他 3 名はベテランが出場できますが、 現 U-15 で中央ア

ジア交流大会 3 位、 U-17、 18 の活躍はどうでしょうか ?　卓話

が楽しみです。
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次回例会／４月９日１８：３０～

次回献立／洋食プレート盛、スープ、サラダ

佐世保北ロータリークラブ 緒方信行様

本日はお世話になります。

大久保厚司会長・浅野訓一副会長・本田実幹事

先週までの冷え込みが嘘のように今週は暖かくなり、 気温は

上がってきました。 ただ、 一緒に上がって欲しくない食品、

国民健康保険料、 介護保険料、 軽自動車税も上がりました。

様々なものが上がってきています。 そう、 今日はＦＩＦＡランク

が少しずつ上がってきているサッカー元日本代表の松橋章

太さんの卓話です。 よろしくお願い致します。

牛島義亮君

福田先生の７４才のお誕生日、 おめでとうございます。 先日

は大変お世話になりました。

井上亮君

６３回目の誕生日です。 プレゼントありがとうございました。 ま

だまだすべてにおいて現役です。

崎元英伸君

結婚記念日の花を今年も無事に受け取ることができました。

ありがとうございました。

八重野一洋君

皆さん、 こんにちは。 娘がようやく大学を卒業し、 神戸に就

職が決まりました。 子育て終了です。 ニコニコします。

本日の合計　　　　   　9,000 円

本年度の累計　　　 668,000 円

サッカー元日本代表 松橋章太様

ワールドステージ２０１４ コーチ

（JAF公認 C級コーチライセンス保有 

Jリーグ通算189試合 25得点）

　皆さんこんにちは。 松橋章太と申しま

す。 いつも子どもたちの前で講演するこ

とが多いですので、 今日は大変緊張しています。

牛島義亮 25周年記念事業実行委員長

　平成 27 年 10 月 15 日 ( 目）、ホテルオークラＪＲハウス

テンボスにて 25 周年の記念事業を決定致しました。 実行

打委員会も昨日立ち上がり、 これから活動していきます。 皆さ

んよろしくお願い致します。

■ ゲ ス ト 卓 話 ■

　私は諫早出身で、 小学４年からサッカーを始め、 国見高校

に入学してサッカーを続けました。 国見高校の卒業生の中に

はたくさんのＪリーガーがいますが、 そういう強豪校の中、 小嶺

先生に１年生のときから試合で使って頂きました。 １、 ２年時に

は全国大会では勝てませんでしたが、 ３年時には大久保嘉人

選手と組んで、 インターハイ、 国体、 全国高等学校サッカー

選手権大会と１年間に３大会全てで全国制覇をすることができ

ました。 練習は厳しく、 朝６時から朝練、 昼はグランド整備、

放課後の練習後には国見高校の裏にある 『たぬき山』 を上り５

キロ、 下り５キロ走らされました。 色々な努力を仲間とやってき

たことが、 全国制覇の結果に繋がったのだと思いました。 私生

活でも先輩が非常に厳しく、 合ったときには立ち止まって挨拶

するなど、 サッカー以外のことで指導してもらったことが今でも

生かされていると思います。

　国見高校を卒業して大分トリニータに入団させて頂きました。

１年で１００人ぐらいのＪリーガーが誕生しますが、 ほとんど生き

残れず２５才までで引退します。 怪我や戦力外で多くの選手が

行き場を失います。 常に１年契約なのでプレッシャーとの戦い

です。 小嶺監督に謙虚さ、 継続して練習していくことを教えて

頂きましたので、プロ５年目にして初得点を出せました。 しかし、

これで満足してしまい日々の練習を怠ったため、 その後なかな

か試合に出してもらえませんでした。

　スポーツというのは、 選手としてや自分として、 何か切っ掛け

があったときに結果が出ることかがあります。 ちょうどその頃に

付き合っていた彼女と結婚し、子どもができて、それが良い切っ

掛けになり、 その次の年、Ｊリーグ１年間フル出場を勝ち取り、

年間１０得点することができ、 そしてその活躍が当時のオシム

監督に認められ、 日本代表に選出されました。 選出の際には

「おめでとう」 と電話をもらいましたが、 なかなかピンとこず、

TV のニュースで自分の名前を見て、 ようやく実感しました。 日

本代表になって生き残る選手は謙虚さや信念を必ず持ってい

ます。

　大分トリニータ (2001 ～ 2007) を退団後、ヴィッセル神戸

(2008 ～ 2009）、 ロアッソ熊本 (2010 ～ 2011） と移籍しました。

そして、Ｖ・ ファーレン長崎に入りたいと監督にお願いしました。

2012 年はＶ・ ファーレン長崎はＪＦＬというランキングでしたので、

１年間でＪ２に昇格させたいという気持ちで、 このチームで頑張

り、 最後は相浦陸上競技場で優勝を決めＪ２昇格を果たすこと

ができました。

　今現役を引退して２年目で、 佐世保で小 ・ 中学生のチーム

を立ち上げて指導しています。 私たちの合い言葉は、 『県北

からＪリーガーを輩出すること』 を目標として活動しています。

子どもたちには、 サッカーは勿論のこと、 今まで国見高校で教

わってきた人間形成や一人の人として成長して欲しいということ

を伝えています。 そして私自身も一緒に切磋琢磨しています。

これから、 一生懸命応援して、 必ず県北からＪリーガーが輩出

できるようにしたいと思っています。

　サッカースクールは５スクール （相浦、 体文、Ｕ－６、 東部、

佐々） 開催しています。 皆様、ご声援よろしくお願い致します。
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