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２０１４-２０１５年度 

第２４６５回 
平成２６年９月１２日（金）点鐘１２：３０ ≪晴れ≫ 

◆◆ロータリーソング『我等の生業』      
◆◆四つのテスト ～言行はこれに照らしてから～ 
  １．真実か どうか 
  ２．みんなに公平か 
  ３．好意と友情を深めるか 
  ４．みんなのためになるか どうか 

◆◆ お客様紹介                 

≪本日のゲストスピーカー≫ 

 実業団バレーボールチーム「千葉ゼルバ」 

   代表者・監督 武石 友之様 

≪千葉港ロータリークラブ≫ 

林 正弘様（第３分区Ｂガバナー補佐） 

中谷 行道様   

≪鈴木美津江会員・ご友人≫ 

大原 美保子様 

◆◆ 会長挨拶及び報告       竹尾 白会長             

武石監督、本日の卓話よろしくお願いします。そ

して林ガバナー補佐、よろしくお願い致します。 

吉田さん、小野さんお帰りなさい。悲しいことと

して、北原会員のお母さんが９９歳で９月１０日に

お亡くなりになりました。皆さん色々ありますがよ

ろしくお願いいたします。 

◆◆ ご挨拶                   

千葉港ロータリークラブ・林 正弘様 

千葉南ＲＣさんは、５０周

年を終えられて、私どもはこ

れから３０周年の記念例会

を迎える訳ですが、皆様のよ

うな古い歴史、会員拡大のた

めの大変な努力というとこ

ろから比べますと、私どもは

やっと３０年、会員も３０名 

 

を目指して努力をしているところです。 

このように歴史的な違いはあるものの１１月１５

日に３０周年の記念例会を行いますので、是非とも 

皆様のご出席を賜りたくお願い申し上げます。 

申し遅れましたが、先の公式訪問では、皆様に大

変お世話になりました。お陰様でガバナーも良い公

式訪問が出来たとおっしゃっております。 

それから、ガバナー補佐として２つの行事を抱え

ております。１０月１５日に第３分区ＡとＢ合同で

１Ｍを開催致します。今年はガバナーの方針もあり、

親睦を中心にやってもらいたいとのことですので懇

親会に力を注いでおります。また、ＩＭの講師とし

て田中作次元ＲＩ会長もお招きしておりますので、

是非、大勢の方にご出席していただきたいと考えて

います。 

そして、１０月２３日（木）、第３分区Ｂのゴルフ

大会を久能カントリークラブで開催予定ですので、

こちらも奮ってご参加くださるようお願い致します。  

有難うございました。 

 

大原 美保子様 

本日はベイサイドジャズの

ご案内で参りました。  

今年で１７回目になります

が、もともと千葉市から「賑わ

いと活性化」目的のためのジャ

ズフェスティバル開催の要請

があったのが始まりです。 

これは二本立てになってお

り、一つは１０月３日の前夜祭、１席６千円で、キ

ンチョーの宣伝に出ておられる寺井尚子さんがゲス

トでお出でになります。本編は１０月８日のジャズ

ストリートです。これは千葉市の中央地区を中心に

有料会場、無料会場合わせて、ほぼ同時に２０回以

上ジャズの生演奏を提供いたします。１７年目にな

りますが、やっと認知されまして、１５日の千葉市

の「市政だより」のトップに載せていただけること

になりました。 

千葉市の経済を牽引されているロータリーの皆様、

是非、よろしくお願い致します。 

 



◆◆ 幹事報告           橋口 徹幹事          

・来週９月１９日（金）は、定款により休会です。

お間違えのないよう宜しくお願い致します。 

◆◆ ニコニコボックス報告              

≪千葉港ＲＣ・林 正弘様・中谷 行道様≫ 

平成２６年１１月１５日は、千葉港ＲＣの創立３ 

０周年記念例会です。是非、多くの皆様のご出席を

賜りますようお願い申し上げます。 

≪竹尾 白会長・橋口 徹幹事≫ 

武石様、本日は卓話ありがとうございます。バレ

ーボールチーム創設までの喜怒哀楽のお話しを楽し

みにしております。 

林ガバナー補佐、中谷様、千葉港ロータリークラ

ブ３０周年おめでとうございます。 

≪植松 省自会員≫ 

吉田さんご生還おめでとうございます。小野さん

お帰りなさい。お二人とも当分無理をなさらず、ご

自愛の程、お願い致します。 

≪小野 成子会員≫ 

ご心配をおかけしましたが、やっと杖での歩行練

習に取り組めるようになりました。来週、リハビリ

のため、参加させていただくつもりでしたが、生憎

休会とのことで、本日、急遽出席させてもらいまし

た。退院とどちらが早いか分かりませんが、今後も

よろしくお願いいたします。 

≪吉田 裕成会員≫ 

皆様ご心配をおかけしましたが元気に帰ってまい

りました。８月２９日に心臓手術をし、９月５日に

血栓をとるために風船を膨らませるような手術を行

い、両方とも成功して９月８日に退院しました。 

クラブからもお見舞いを頂戴し恐縮しております。 

有難うございました。 

 

 

◆◆ 出席報告 (会員数５０名)                   

 

千葉市内例会変更のご案内 メーキャップにご利用下さい。 

演  題⇒『バレーボールクラブチーム創設から  

実業団日本一までの道のり』 

卓話者⇒ 実業団バレーボールチーム「千葉ゼルバ」 

代表者・監督  武石 友之様 

 

先ずは簡単なチームの

ご紹介をさせていただき

ます。実は、我々は決ま

ったご支援いただける企

業様があるわけではなく、

有志で選手たちを集めて、

全日本の実業団の錚々た

る会社の皆さん（例えば

伊藤忠、トヨタ自動車、

富士通、アイシン等）が出ている大会にチャレンジ

しようというのが２年前の発足のスタートとなりま

す。 

そして、結果として 1 年で、その翌年（昨年とな

りますが）全日本実業団で優勝することができまし

た。晴れて日本一になれた訳ですが、実はその上に

サッカーと同じようにＶリーグとういうのがござい

ます。サッカーですとＪ１、Ｊ２ですが、バレーボ

ールはＶ1、Ｖ２といいまして、約２０チームが競い

合っていて、その中から日本代表チームが選出され

ます。我々は、昨年、全日本実業団で優勝した訳で

すが、これは相撲でいうところの十両優勝と同じで

十両クラスです。やっと十両優勝した訳ですが、来

年、まだ内定段階ですがＶリーグへの昇格が決まり

ました。このタイミングで例会にお招きいただけた

ということは、何かしらのご縁があるのかなと思っ

ております。本来、まだ公表してはいけないことな

のですが、ついうれしくて口に出してしまいました。 

私の簡単なプロフィールですが、千葉市中央区都町

出身でして、生まれも育ちも千葉生まれ、千葉育ち

です。都小学校、加曽利中学校、そこから市立船橋

高校に進学し、バレーボールを「嫌というほど」教

わりました。その後、私は高校生でバレーボールの

競技者を辞めてしまったのですが、当時は、今でい

う体罰ですとか軍隊的な指導がまだまだ残ってため

に、もうバレーボールはやりたくないということで

父親の建設会社に入ることを考えました。そのため

に通った測量技術専門学校の隣に当時の日立のバレ

ーボールの体育館があり、かの大林素子選手が毎日

練習をされておりました。バレーボールを離れたの

に、またバレーボールがあった訳です。それを毎日

見る中で、再び、自分もやりたいと気持ちが芽生え、

専門学校を卒業した後、社会人として働きながら競

技をして今に至った訳です。 

私は、バレーボールにこだわっている訳ではなく、

地域で、青少年相談員とか補導員補佐として子供た

ちの環境を守ることを皆様とやらせていただいてい

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 14,000 円 累計 314,000 円

金の箱 310 円 累計 7,170 円

出席者数３１ 欠席者数１９ ﾋﾞｼﾞﾀｰ ４ 修正出席率 ７２．０ ％

千葉ＲＣ 月 10/20 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 10/14・28 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 10/14 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ

新千葉ＲＣ 水 10/15・29 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水  ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 10/16・30 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 10/9・16・23 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



ます。今の子供たちを取り巻く闇の部分の環境は、

一言では言えないぐらい根が深いものです。例えば、

スマートフォンの普及から脱法ハーブなども、実際

に千葉市内で３店舗もの店が販売していたりしてい

ます。このようなものを 1件、1件対処していくには

とてつもない労力を要します。我々はスポーツチー

ムとして何ができるのかというところを一番に念頭

に置いております。我々は単に、バレーボールをや

りたいからバレーボールを応援してください、とい

うチームではなく、地域の子供たちに会って、バレ

ーボールを通じて笑顔になって帰ってもらう、その

ためのチームが「千葉ゼルバ」であるということを

皆様にお話したくて本日伺わせていただきました。 

もちろん、千葉市にはロッテマリーンズさんや JEF

ユナイテッド市原千葉さんなどもありますが、野球、

サッカーの選手たちは年俸が跳ね上がり過ぎて、正

直、子供たちが集まるところに選手を呼ぼうとして

も大変なお金がかかってしまいます。本来、そうい

う地域での活動をたくさん行わなければならないの

がスポーツチームだと考えておりますが、敷居が高

くなりすぎて、子供たちとの触れ合いができていな

いように思います。 

我々は、一人でも多くの子供たちと触れ合いたい

なということで、千葉県内どこでも、銚子、館山、

南房総まで含めて色々な小中学校に伺って、子供た

ちとの触れ合いを大事にしてきました。その結果と

して、競技の方でも、来年、Ｖリーグ昇格できるわ

けですが、チームの認知活動という面では、とても

困難です。日本一になっても誰も宣伝してくれませ

ん。例えば、製造業の方が日本一の製品を作り上げ

たとしても、それだけでは売れないのです。多くの

人々に知っていただくことが、どれほど大変かとい

うことを痛感しながら、色々な場で、皆様にお話を

させていただき、お一人お一人にお会いして、口コ

ミで広めていくしかないと考え、また、企業の経営

者の皆様に商品のブランディングですとか広告宣伝

の仕方を勉強しながらお話させていただいています。 

つい先日、バレーボール女子が、ワールドリーグ銀

メダルということで大変活躍していますが、男子チ

ームは、東京オリンピックまでの５～６年、相当苦

しいのではないかというのが選手事情です。私が生

まれる前の、東京やミュンヘンオリンピックの時の

日本男子のように世界でも活躍できるよう頑張って

くれればいいのですが、現実は欧米に押されてしま

っています。そいう意味からしても我々が地域から

盛り上げて、バレーボールの底上げをしながら、日

本代表チームの強化も図りながら頑張っていきたい

と思います。 

あと、全日本女子チームが、ハイブリット６とい

う新しい戦術を出して派手に宣伝してやっています

が、これも我々のブランディングと同じです。ただ、

日本一になったというだけでは誰も振り向いてくれ

ないので、そういったネーミングであったり、わか

りやすい言葉をつくりだして、実力を上げるととも

に多くの皆さんに知っていただくということを課題

としております。 

次にバレーボールから話が反れますが、今年、千

葉ロッテマリーンズの成績も落ちてきてしまってい

ますが、伊藤監督は、現在、チームが少し緩んでい

るという認識のもと、厳しくチームを締め上げると

同時に、若手選手の育成にも力を入れておられると

いうことですので、来年、再来年、また千葉ロッテ

マリーンズも日本一になってくれるのではと思いま

す。 

また、JEF ユナイテッド市原千葉は、現在、Ｊ２で

７位と沈んでいますが、若手育成の上手な関塚監督

が入ったことで、必ずＪ１に返り咲いて、日本一、

アジアNO.1を目指して勝利を重ねて行くと思います。

皆様と共にこの千葉市をホームタウンとする３チー

ム、千葉ロッテマリーンズ・ジェフユナイテッド市

原千葉・千葉ゼルバへのご声援、どうぞ宜しくお願

い致します。 

千葉ゼルバも、やっと幕内に上がる

ところですが、これから２年、３年か

かるかもしれませんが、大関、横綱を

目指して頑張ってまいりますので、皆

様のお一人お一人の応援とともに、「千葉ゼルバ」と

いう若いチームが頑張っているということを口コミ

で広げていただくことで、私の夢もかなうのではと

思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

 

千葉ゼルバ（ちばゼルバ）は、千葉県千葉市を本拠地とす

る、バレーボールのクラブチームである。男子チームは、地

域リーグに所属。母体は、一般社団法人千葉スポーツコミ

ュニティ。２０１２年５月に「千葉県選抜バレーボールチーム」

として結成。代表者の武石友之が千葉県にゆかりのある選

手をスカウトしクラブチームを設立させた。２０１２年１１月に

開催された、第３回全国６人制バレーボールリーグ総合男

女優勝大会地域リーグ（関東地域リーグ）に初参戦し３位。

２０１３年７月３１日、男子では２チーム目となるＶリーグ準加

盟が承認された]。早期のＶチャレンジリーグへの昇格を目

指す。２０１３年８月にチーム愛称の公募を行い、チーム名

を「千葉ゼルバ」とした。ゼルバは千葉市の市木であるケヤ

キ（学名:Zelkova=ゼルコバ）に因む。 

（ウィキペディアより） 

 

 

第２４６６回例会 

日 時⇒ 平成２６年９月２６日(金) 点鐘１２：３０ 

卓 話⇒ 『ワインと健康について』 

卓話者⇒メルシャン株式会社 

      首都圏統括支社 首都圏営業部 

        井上 達男様 
第２４６７回例会 

日 時⇒ 平成２６年１０月３日(金) 点鐘１２：３０ 

卓 話⇒ 会員ミニ卓話 

 

＜会報当番：北田城児会員＞ 


