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◆次回（2022 年 10 月 15 日（土））例会予告◆
※ 10 月 8 日（土）は休会です

会場 ローズホテル 3 階
ブルガリアンローズで女性を綺麗に
ウェルネスローズ株式会社
代表取締役 渡辺 幸子 様
《合唱歌詞》
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員

理 会 長

数

本日出席数

45（37）名

本日出席率

68.42％

26（25）名

9／3分修正出席率

80.00％

（内オンライン 0 名）

ゲスト：株式会社横浜ビー・コルセアーズ
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ビジター：神奈川東ロータリークラブ
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亮一
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◎今週メークアップへ行った会員
９／８ 地区インターアクト委員会（福本会員）

なりわい

我等の生業

作詞：高野 辰之
作曲：岡野 貞一

なりわい

我等の生業
さまざまなれど
つど
集いて図る
心は一つ
求むるところは
やわらぎむつび
平和親睦
つと
力むるところは
向上奉仕
おゝロータリアン
我等の集い

９／６ 地区クラブ米山記念奨学委員長会議（武居会員）
９／ 11 地区 R 青少年交換委員会（岸・宮田

各会員）

９／ 12 地区大会実行委員会（岸会員）
９／ 13 米山記念奨学委員会（第３回前大会）
（蒲会員）
９／ 14 地区 RYLA 委員会（青木会員）

≪会長報告≫

青木

理

会長

１．9 月 10 日、オンラインにて、地区ローターアクト
次回
合唱曲

アクトの日が開催されました。ご出席の皆様ありが

「見上げてごらん夜の星を」
— 81 —

①

とうございました。
２．9 月 15 日（木）新横浜グレイスホテルにて、第 2
回第 5 グループ会長・幹事会が開催されました。小
野澤幹事と私で出席してまいりました。

2022年9⽉17⽇
横浜ビー・コルセアーズ

３．米山記念奨学会より第 97 回米山功労クラブとして、
感謝状が届いております。皆様、ご協力ありがとご
ざいました。
４．毎年協賛しております、令和４年度南区区民少年野
球大会の結果の詳細と終了のご報告をいただきまし
た。

≪幹事報告≫

小野澤

寿一

幹事

１．次回例会 10 月１日の例会後、10 階にて、第 4 回理

0

②
自己紹介

事会が開催されます。ご出席いただきます理事・役

植⽥ 哲也

員の皆様宜しくお願いいたします。

うえだ

略歴

２．次週 9 月 24 日は、休会となります。次回の例会は、

株式会社横浜ビー・コルセアーズ 取締役

てつや

1971年⽣まれ、⼭⼝県出⾝。⼩学校〜⾼校までは野球部に所属。
東洋⼤学英⽶⽂学科卒業後、クレジットカード会社に⼊社。その後広告会社へ転職し、
様々なメディアを活⽤したプロモーションをはじめ、野球・サッカーなどのスポーツイベントやバスケットボール
リーグ運営にも携わってきた。

10 月１日です。会場は、３階になります。お間違

2013年7⽉より横浜ビー・コルセアーズ球団代表に就任。
2019年7⽉より横浜ビー・コルセアーズの代表取締役に就任。
2021年9⽉代表取締役退任。

えの無いようにお願いいたします。

現在、同社取締役。

３．本日の例会でクールビズは終了となります。次回

座右の銘

10 月 1 日例会からは通常通りのジャケット・ネク
タイの着用をお願いいたします。

「⾜らないのは運や才能ではなく、情熱である︕」

４．ロータリー日本財団より、青木会長にベネファクター
として、感謝状が届きましたので、お渡しいたしま
す。ご協力ありがとうございます。

1

５．他クラブより例会変更の案内がきております。詳細

③

は事務局にお問い合わせください。

≪委員会報告≫

・ロータリー財団委員会

蒲

隆夫

委員長

岸厚子会員よりご寄付頂きました。

Bリーグ、横浜ビー・コルセアーズ
をご存知ですか？？

≪卓話≫

バスケットボールを通じて 100 万人の笑顔をつくる
株式会社横浜ビー・コルセアーズ
取締役

植田

哲也

様

2

④

4
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⑤

⑨
Profile：B.LEAGUE

概要

■世界に通用する選手やチームの輩出

日々切磋琢磨する土俵を作り世界に通用する選手やチームを輩出する事です。それがB.LEAGUEの使命であり、
日本のバスケットボール競技力の底上げ、競技人口の裾野の拡大を図ります。

■エンターテイメント性の追求

B.LEAGUEでは徹底的にエンターテイメントの追求をして参ります。
勝っても負けても試合を観に行って楽しかった。「今日のあのプレーは良かったね」「今日のあの演出は良か
ったね」と言っていただけるようなエンターテイメント性を重視した演出に取り組んで参ります。

■夢のアリーナの実現

体育館ではありません「アリーナ」です。 夢のアリーナを作り、地域に根差したスポーツクラブになっていく
非日常の空間を存分に楽しめる‥試合を楽しめるだけでなくスポーツを通して人生を楽しむことができるよう
な環境を提供し、B.LEAGUEを盛り上げてまいります。
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⑥

⑩
Profile：B.LEAGUE

概要

B.LEAGUEが描く未来像

B.LEAGUE が創りたい世界
日本中がバスケで盛り上がっている
多くのB.LEAGUEクラブ出身選手たちが
世界の舞台で活躍している
夢のアリーナを中心にたくさんの人が集まり、
地域を活性化
バスケを通じて地域や社会の課題解決に寄与する
1
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⑦

⑪
Profile：B.LEAGUE

概要

B.LEAGUEが目指す姿

TRANSFORMATION
２０２６年、リーグ構造の大改革を実行

エキスパンション型リーグへの移行

新 B1

● 事業投資促進のため、
単年競技成績のみによる昇降格廃⽌

地域・日本を代表し、世界と伍する“輝く”リーグ
・世界標準の競技⼒・アリーナエンターテイメント、地域活性の中⼼
・広がる事業成⻑機会（世界市場・アリーナ・⾼い賞⾦等）
・世界標準の経営⼒（20億~30億円の売上、20%以上の利益率・投資⼒）

地域に根差し、世界と戦う準備をするリーグ

B1 ▶ 新 B2

● 今後はクラブライセンスにより事業性で
エクスパンション(クラブ数)を 判断

・地域において普及・地域活性・社会課題解決ができている
・今のB1上位クラブと同等の経営⼒（8-10億円クラブ）
・結果、アリーナや投資の機運を⾼め、
上への挑戦準備ができている

プロクラブとしての登竜門

クラブ経営力向上、事業投資がしやすい環境に

B2 ▶新 B3

٥ג׃הـؙٓٗف荈甧ְגֹד穗㌀㸜㹀ծ㖑㚖顀柃
٥ךأطآؽـؙٓ㛇湍眠ֻ
هأٝ؟٦ծ؍ذح؛ثؚٝ

٥♧㹀ך穗㌀⸂ח♳דאְד傻呓ֹד

4

Japan professional BasketBall LEAGUE | STRICTLY CONFIDENTIAL |

11

7

⑧

⑫
Profile：B.LEAGUE

概要

成長戦略の３つのポイント
入場者数基準

4,000名

平均：

横浜ビー・コルセアーズの魅力
ー B.LEAGUE

事業の基盤

ー “成長” の３POINT

売上基準

・単⽇開催でも会場を満員化でき、
収益化できるクラブであること
・チケット収⼊・スポンサー収⼊・
他バスケ収⼊の源泉
となる基盤がある

概要

ー 横浜ビー・コルセアーズ

アリーナ基準

業界発展に向けた
３つの重要指針

概要

成長の土台 /成長を生み出す力 /成長の先の未来図

売上⾼：12 億円

・新設アリーナ基準充⾜
・カーディング⾃由度

成⻑の基盤
・チケット収⼊・スポンサー収⼊を更に
上げる“魅せる”アリーナを有している
・毎⽇試合が⾏えるような世界を作る
ためのアリーナ⾃由度を持てる

事業投資⼒の裏付け
• 収⼊の源泉である⼊場者に対してしっかり、収益化できていること
• スタッフ・選⼿・興⾏に⼗分に投資できる状況であること

・上記を新B1クラブライセンス基準とする
・新B2クラブライセンス基準：売上高4億円・入場者数 2,400人（予定）
・新B1参入審査は 2024年10月予定
8
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⑬

⑰
横浜ビー・コルセアーズの魅力

Profile：横浜ビー・コルセアーズ
会社概要

沿革
2010年

社名

株式会社横浜ビー・コルセアーズ

代表者

代表取締役

所在地

神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目1−6

ホームタウン

横浜市（活動エリア：神奈川県）

4月

ー2011年

白井 英介

2011年

※都筑区とホームタウン協定
ホームアリーナ

成長の先の未来図③

概要

横浜国際プール（5,050人）

2013年

横浜武道館（2,500人）
ﾄｯｹｲｾｷｭﾘﾃｨ平塚総合体育館（2,501人）

新B1参入、
2024年審査に向けフルスロットル

横浜スポーツエンターテイメント株式会社
チーム名、エンブレム、マスコット決定

2月

スクール開校（伊勢原校、バディ長津田校）

5月

第一回チアパフォーマーオーディション開催

9月

マスコットキャラクター決定

10月

ｂｊリーグ 参入初シーズン開幕

4月

2012-13シーズン イースタン・カンファレンス2位

5月

2012-13シーズン ファイナルズ

“成長” の３POINT

横浜ビー・コルセアーズのこれから

B.LEAGUE発足以降、観客数増

平均3,009名（2016-17）⇒3,105名（2019-20※コロナ影響によ
りシーズン途中終了）と少しずつ着実に伸ばしてきた。

新型コロナの影響を受け、
観客数はこれからが勝負

2019-20シーズンまで手堅かった観客数も、コロナ影響により、
一時落ち込んでいる。しかし、これはBリーグ全体（エンター
テイメント業界全体）に言えること。一度離れてしまったFAN
に再度アプローチしていく。

イースタンカンファレンス優勝

2012-13シーズン ファイナルズbjリーグ

優勝

若手が活躍するチームの魅力が、
新B1に向けた各種基準推進にも好影響

10月

ジュニアユース設立

11月

チアリーダーズ B-ROSE ユース設立

2015年

8月

2016年開幕の「B.LEAGUE」1部での参入決定

2016年

9月

B.LEAGUE開幕

新型コロナの影響で苦しむ観客数に関しても、2021－22シーズ
ン終盤にかけて上向いてきている。河村、キングの加入後、新
しい層のブースターが増えていたり、既存ブースターの期待も
高まっている。

2017年

5月

2016-17シーズン

B1全体17位、入替戦でB1残留

2018年

5月

2017-18シーズン

B1全体16位、残留プレーオフでB1残留

2019年

4月

2018-19シーズン
留

B1全体16位、B2プレーオフの結果によりB1残

2020年

3月

2019-20シーズン

新型コロナウイルスによるシーズン中断
B1全体16位

2021年

5月

2020-21シーズン

2021年

9月

経営体制刷新、白井 英介 代表就任

2021-22シーズンは、売上高前年比大幅増

2021年9月、新B1に向け経営体制を一新。現社長の白井就任後、
パートナーセールスを中心に売り上げを伸ばし、2021－22シー
ズン終了時点で、売上高前年比150％程度の見込み。売り上げ規
模において、B1リーグ下位の立ち位置を脱却しようとしており、
2022－23シーズンはいよいよ本丸、観客数増に力を入れていく。

17
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⑭

⑱
横浜ビー・コルセアーズの魅力

成長の土台①

“成長” の３POINT

B.LEAGUE／バスケットボールのマーケット

国内3つ目のプロリーグとして
生まれたB.LEAGUE

競技人口、世界No.1。誰もが一度は
ボールを持ったことがあるスポーツ

横浜ビー・コルセアーズは、2016年の開幕から現在までトップ
カテゴリーの「B1」に所属し続ける16クラブのうちの1つ。

国内では、サッカー（約82万人）に次ぐ競技人口（約49万人）
だが、世界では、4.5億人でNo.1

ピンチから生まれた、新しいリーグ

野球、サッカーに比べて、女性競技者が多い

国内トップリーグが分裂し2つのリーグが存在していたことから
FIBAより「国際試合出場停止」制裁を受けその答えを出す形で
生まれた新リーグ。長年成し遂げられなかったプロ化を実現。

JBAの競技者登録の40％以上が女性。男女とも体育で経験して
いる人の数が多く、多くの人にとって身近なスポーツと言える。

横浜ビー・コルセアーズの魅力

観客数、世界2位のバスケットボールリーグ

開幕から2018-19シーズンまで入場者数は増加し、2,808,376人
となり、NBAに次ぐ世界で2番目の観客数を誇っている。

ー 2022-23 Season

女性・若年層の支持高く発展中

20代以下が33％を占めており、他のプロスポーツに比べて平均
年齢が若い。また女性比率も高く男女ともに支持されている。
男性

⼥性

全体

Bリーグ

37.4歳 / 65％

35.1歳 / 35％

36.6歳

Jリーグ

42.2歳 / 75％

39.3歳 / 25％

41.4歳

プロ野球

45.8歳 / 78％

42.8歳 / 22％

45.2歳

ー応援する仲間

チーム編成

B-ROSE／コルス／ブースターソング

出典：熱狂スポーツ調査2020「参考データ① 観戦者の性別年代分布」
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⑮

⑲
横浜ビー・コルセアーズの魅力

成長を生み出す力①

“成長” の３POINT

Profile： 2022-23 Season

アカデミー組織

B.LEAGUE発足前から培ってきた
アカデミー組織の確かな実績

ユースOBから、Bリーガーが続々誕生
初のユースからトップ契約「キング開｣

2011年に最初のスクールを開校してから10年以上に渡り、
スクール、ユースチーム（U8～U18）を運営。現在は約1,00名
の 生徒が在籍。神奈川の子どもたちに幼少～学生期のレベルの
高い成長機会を提供してきた。

現在トップチームで活躍中の「キング開」は、横浜ビー・コルセ
アーズのユースからトップチームでのプロ契約となった第1号選手。
他のクラブも合わせると、2021－22シーズン終盤時点までに計4名
のユースOBのBリーガーが誕生している。
（佐土原遼／兪龍海／ケインロバーツ）

ユースOBから多数のスラムダンク奨学生輩出

#1 ﾊﾟﾄﾘｯｸ･ｱｳﾀﾞ
PF 206㎝･107㎏

▶キング開

アメリカでのプレーを経験することができる「スラムダンク
奨学金」へ、これまで計5名の生徒が合格。

チーム編成

※2022年7月7日現在

PLAYER

#5 河村 勇輝
PG 172㎝･68㎏

#9 森川 正明
SF 191㎝･86㎏

#14 大庭 岳輝
SG 184cm ・85kg

#30 須藤 昂矢
SG 186㎝･85㎏

#32 ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ･ﾓﾘｽ
PF 203㎝･108㎏

毎年、WINTER CUP出場選手を複数輩出

バスケ部生徒の目標、バスケ版甲子園にあたる「WINTER
CUP」に毎年複数名の生徒が出場。（2021年度：男子2名、女
子2名）

NBA Global Academy招待 2選手

▼U18ユースチーム

#18 森井 健太
PG 178㎝･77㎏

田中力（2017年）、ジェイコブス晶（2022年）の２選手が招待
を受け参加。すでに世界レベルの選手を送り出している。

B.LEAGUE U18
INTERNATIONAL CUP 2022

#23 キング 開
PG/SG 185㎝･83㎏

NEW

NEW

NEW

優勝

2022年2月11～13日に行われた大会で、見事優勝。

#6 赤穂 雷太
SG/SF 196㎝･94㎏

#10 ﾁｬｰﾙｽﾞ・ｼﾞｬｸｿﾝ
C 208㎝･102㎏

#15 ﾃﾞﾋﾞﾝ・ｵﾘﾊﾞｰ
C 203㎝･102㎏
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⑯

⑳
横浜ビー・コルセアーズの魅力

成長を生み出す力②

19

“成長” の３POINT

Profile： 2022-23 Season

若手の希望・選手の開花

チーム編成

※2022年7月1日現在

STAFF

次世代の日本バスケの顔
「河村勇輝」選手のプロ一歩目
高校時代に一世を風靡し、SNSフォロワーは日本人Bリーガーの
中ですでに1、2を争う若干20歳。2022年3月までは「スーパー
大学生」が代名詞だったが、パリ五輪に向け覚悟のプロ転向。
2022-23シーズンは、横浜ビー・コルセアーズのプロ契約が決ま
っており、シーズン頭から中心選手として大いに飛躍すること
を期待。一方で真価が問われるシーズンでもある。河村選手と
チームがともに大きく成長する軌跡を見届けていただきたい。

NEW

竹田 謙
ゼネラルマネージャー

青木 勇人
HC

イゴア・ジャレティッチ
ｱｼｽﾀﾝﾄｺｰﾁ

NEW

NEW

ビーコル加入後に、
その能力を開花させる選手続出
森川 正明

山田 謙治
ｱｼｽﾀﾝﾄｺｰﾁ兼ｱｼｽﾀﾝﾄGM

▲河村勇輝

約9分出場、平均4.3点（19-20）
⇒約27分出場、平均11.2点（21-22）
2021年11月、2022年2月と、代表候補に選出されるまでに。

伊藤 大樹

藤田 基弘

米田 健

宮川 楓

アナリスト

ストレングス＆
コンディショニングコーチ

ヘッドアスレティック
トレーナー

アスレティックトレーナー

中村 仁美
ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

薄井 麻鈴
ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

山沢 健人
通訳

大庭 岳輝

約5分出場、平均1.4点、3PT成功率30.4％（20-21）
⇒約12分出場、平均4.2点、 3PT成功率36.2％ （21-22）
24歳の若手の今後の成長にさらに期待がかかる。

森井 健太

平均アシスト数3.7（19-20）⇒平均アシスト数5.2（21-22）
アシストランキング8位（4/6現在）に入るまでに成長。
▲森川正明

▲大庭岳輝

▲森井健太
20

16

— 4 —

㉑
Profile： 応援する仲間

㉕
B-ROSE／コルス／ブースターソング

Profile：YOHO ACTION（社会貢献活動 ）

もう一つのプロ集団「B-ROSE」

マスコットキャラクター

ホームゲームで会場を盛り上げ、時に街のイベントに出向き、
市民のみなさまを応援するチアリーダーズ「B-ROSE」。
神奈川県内で複数のチアスクールも運営中。

ホームゲーム会場で、ファン・ブースターのみなさまをお出迎え
する「コルス」。プレゼンターを務めたり、踊ってみたり。
ときどき会場以外への出張も。豊富な「コルス」グッズも人気。

「コルス」

｢勝手にB1チアリーダーオールスター｣を総なめ‼
2022年1月にメディアが実施したアンケート調査で、B1を半分に
分けた【BLACK】部門で、1～4位を独占、10位までに7名がランク
イン。人気の高さを証明した。
（参考「勝手にB1チアリーダーオールスター全結果発表！！ 」
https://blab.basketballking.jp/blogs/d11008cc94d7）
＠B-CORSAIRS/T.Osawa

オフィシャルブースターソング
曲中に選手紹介のラップが入る、歌手Eyes’さんによるオフィシ
ャルソング「We are B-CORSAIRS」は、ホームゲーム会場を盛
り上げるブースターの心を熱くする。
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㉒

㉖
Profile：YOHO ACTION（社会貢献活動 ）

横浜ビー・コルセアーズの魅力
ービーコルができること
ー『YOHO ACTION（社会貢献活動） 』
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㉓

㉗
Profile：YOHO ACTION（社会貢献活動 ）

Profile：ビーコルができること
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㉔
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㉘

Profile：YOHO ACTION（社会貢献活動 ）

Profile：YOHO ACTION（社会貢献活動 ）

【かながわSDGsパートナー 登録】

2020年4月に横浜ビー・コルセアーズはかながわSDGsパートナー
に登録されました。
かながわSDGsパートナーとは、SDGsの推進に資する事業を展開
している企業・団体等の取組事例を神奈川県が募集/登録/発信する
とともに、県と企業・団体等が連携してSDGsの普及促進活動に取
り組む制度です。今後も行政、パートナー企業の皆様と共に活動
を推進して参ります。
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㉙

〈プロフィール〉
うえだ

てつや

植田

哲也

様

（株式会社横浜ビー ･ コルセアーズ

取締役）

略歴

「座ってできるストレッチ♪♪」

年⽣まれ、⼭⼝県出⾝。⼩学校〜⾼校までは野球

Let's Try！!

部に所属。
東洋⼤学英⽶⽂学科卒業後、クレジットカード会社に⼊
社。その後広告会社へ転職し、様々なメディアを活⽤し
たプロモーションをはじめ、野球・サッカーなどのスポー
ツイベントやバスケットボールリーグ運営にも携わって
29

㉚

きた。
2013 年 7 ⽉より横浜ビー・コルセアーズ球団代表に就任。
2019 年 7 ⽉より横浜ビー・コルセアーズの代表取締役
に就任。
2021 年 9 ⽉代表取締役退任。
現在、同社取締役。

横浜ビー・コルセアーズ概要
横浜ビー・コルセアーズ（よこはまビー・コルセアーズ、
英：YOKOHAMA B-CORSAIRS）は、神奈川県横浜市
を本拠地とし、B.LEAGUE に所属するプロバスケット
ボールチーム。
30

2011 年にチーム設⽴と bj リーグ参⼊。bj リーグ 2012-

㉛

13 シーズンにプレイオフを制し優勝した。
2016 年より開幕した B.LEAGUE B1（TOP リーグ）に
所属。

ご清聴ありがとうございました

31

ご同伴者：株式会社横浜ビー・コルセアーズ
法人営業部長
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松川

弘也

様

≪健康体操≫
B-ROSE のメンバー KOTONE 様

間での「合同ルーキー会」に出席しました。美松さん、
澤田さん、幹事役、お疲れ様でした。クラブ間、ルー

YOU-YU 様にもお越

キー交流で、たくさんの刺激をもらいました。有難う

しいただき健康体操を教えていただきました。

ございました。２クラブ間だけで無く、３クラブ間な
ど、さらなる拡がりの中で意見交流は、次年度のルー
キーの皆さまにとっても、有意義な時間をすごせるの
ではないでしょうか。本日は、横浜ビー ･ コルセアー
ズ

植田哲也様の卓話を楽しみに出席しております。

今日は宜しくお願い致します。
小野澤寿一会員：橋本先生おかえりなさい。
福本学会員：植田様、本日の卓話よろしくお願い致しま
す。神奈川東 RC の皆様、
ようこそいらっしゃいました。
これからもよろしくお願い致します！
美松寛昭会員：先日、神奈川東 RC 様との合同ルーキー
会お陰様で楽しい時間を過ごさせて頂きました。早速
に加野様、池田様、川崎様、ようこそお越しください

≪スマイルレポート≫

ました。ありがとうございます。本日はビーコル植田

加野亮一様（神奈川東 RC）：先日は貴クラブの方々と我

社長、熱いバスケトーク期待しています。そしてビー

がクラブとの懇親会とても楽しく有意義でした。尽力

ローズの皆様いつもご馳走様です。ローズホテル田辺

して頂いた宮田様、福本先生、美松先生、ありがとう

さんがローズに入りたいのですが、担当は？

ございました。ぜひ、我がクラブにもメーキャップに

澤田美穂子会員：木曜日に、
神奈川東 RC の皆様との
「ルー
キー会」参加させていただきました。とても楽しかっ

お越しくださいませ。

たです。本日、早速加野様、池田様、川崎様にお越し

池田広樹様（神奈川東 RC）
：本日は、お世話になります。

いただけて嬉しいです。火曜日、水曜日は、ナゴヤドー

よろしくお願いします。

ムまで遠征して、ベイスターズの応援をしてきました。

川崎典子様（神奈川東 RC）：神奈川東ロータリークラブ

本日も例会後は、
「浜スタ」です！

の川崎典子と申します。よろしくお願いします。
青木理会長・青柳隆之副会長・小野澤寿一幹事：株式会
社横浜ビー ･ コルセアーズ：取締役
人営業部長

植田哲也様、法

松川弘也様、そして B-ROSE のみなさま、

小原淳会員：スマイルに協力して。
武居正則会員：スマイルに協力して。
鈴木康昭会員：スマイルに協力して。

ようこそいらっしゃいました。本日の卓話楽しみにし

角井幸一会員：スマイルに協力して。

ております。どうぞよろしくお願い致します。神奈川

岩﨑吉明会員：スマイルに協力して。

東 RC：加野亮一様、池田広樹様、川崎典子様、よう

水谷透会員：スマイルに協力して。

こそいらっしゃいました。どうぞよろしくお願い致し
本日のスマイル

ます。

24 件

秋山豊会員：橋本先生お元気になられて何よりです。素
（今月の会報担当

敵な音楽を皆様が待ち望んでいました。

齋藤 久夫

会員）

蒲隆夫会員：ロータリーに 30 年いますが、２週間続け
◎スマイルリクエスト

て休んだことはありませんでした。
鈴木隆保会員：橋本先生お元気になられて。鈴木由美さ

美松

寛昭

会員

「明日へ」

んいつもお世話になります。

この歌は東日本大震災の復興応援ソングです。私もボ

水谷透会員：久し振りの例会出席です。
宮田彰久会員：加野様、先日は交流会を企画して頂き、

ランティア慰霊行脚へ赴き、その悲惨な状況に愕然とし

ありがとうございました。ごゆっくりして行ってくだ

ました。しかし人はどんなに逆境からでも這い上がるこ

さい。

とができる勇気を与えてくれるのがこの曲です。ありが

田島文男会員：植田様、本日の卓話楽しみにしています。

とうございました。

岸厚子会員：久し振りに例会にリアル出席。蒲さんに怒
られました。
髙橋常男会員：15 日（木）、神奈川東 RC と横浜南 RC
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