
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 1220 回 （本年度 41 回） 

平成 25 年 5 月 23 日（木） 

点  鐘 若狭 滋則会長   

司  会 小林 正樹 会場監督 

唱  和  「四つのテスト」 

お客様紹介 若狭 滋則会長 

奥寺 康彦様（ゲストスピーカー・ 

横浜 FC会長 元サッカー日本代表） 

  クルーズ由美子様 (川崎北 RC) 
 

会員出席報告  山本 剛 出席委員長 
 

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２１名 １５名 ６名 ８８．２４％ 

前々回(5月 9 日)欠席 4名 Make up0名 ９４．１２％ 

本日の欠席者 小林克司会員、小泉会員 
              

会長報告 若狭 滋則 会長（5 月 30 日分）  
１.  川崎百合ヶ丘ＲＣより、創立 35 周年記念式典の  

 礼状が届いております。 
２.  川崎いのちの電話より、礼状が届いております。 
３.  平成 25 年度 川崎市文化賞等候補者の推薦につい   

 て、実施要領と推薦依頼の文書が届いております。 

幹事報告 戸張 裕康 幹事（5 月 30 日分） 

１．他クラブ例会臨時変更のお知らせ 
本日は、ございません。    

２．他クラブ会報の回覧  本日はございません。 
３．次週 6 月 6 日(木) 例会前 11 時より、精養軒にて

定例理事会を開催いたします。 
理事・役員各位のご出席をお願い申し上げます。 

 
卓  話 「現在のサッカー事情と 

ドイツでの経験」 

元日本代表 横浜ＦＣ会長  奥寺 康彦 様 

2014 年 W杯ブラジル大会最終予選 対オーストラリ

アが 6 月 4 日に行われます。普通に行けば負けること

はないので決勝進出が決まると信じています。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ワールドカップに出られるということは、日本サッカ

ーのレベルが上がってきたと言えます。たくさんの日

本人選手がヨーロッパで活躍しているということが、

これを証明していると思います。 

 1977 年に私はドイツへ渡りましたが、当時日本サ

ッカーはレベルも低く、オリンピックやワールドカッ

プにも出られないという時代でした。その頃の日本サ

ッカー界は選手の育成をしっかりと考えていなかっ

たと思います。マンパワーもなく、全部企業や学校に

任せており、良い選手が育ちにくい、また育てる環境

もできていませんでした。そのような環境の中で、私

は偶然にもドイツへ行くチャンスを得ました。当時ド

イツ 1部リーグ FCケルンのヴァイスヴァイラー監督

に呼んでいただいたのです。その頃の私はレベルが低

いから無理かな、ドイツリーグなんて夢のまた夢と思

っていたので、この話を頂いた時には「どうしよう」

とあれこれ考え即決出来ませんでした。大先輩の釜本

さんにも相談しました。サッカー協会も皆「行って来

い」で、ただ私と妻の両親だけは反対でした。そんな

中、再度監督からオファーがあり、熱い思いを語って

いただき自分を必要としてくれていると強く感じ行

くしかないと決断しました。最初はなかなかボールを

回してもらえませんでしたが、試合に出て良いパスを
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川崎中原ロータリークラブ会報 

『奉仕を通じて 平和を』 Peace Through Service 

RI 会長 田中 作次  第 2590 地区ガバナー 露木 雄二 

◆例会場 ホテル精養軒 木曜日 PM12:30～（第 2 週 AM7:30～）TEL:044-711-8855（東横線 武蔵小杉駅徒歩 3 分） 
 

 

 

KAWASAKI NAKAHARA R.C. WEEKLY／2012～2013 
 

川崎中原ロータリークラブ会報 



出したり、自分の得意なプレーを出していくようにな

るとチームも信頼してくれるようになりました。絶え

ず試合の中で自分を信じ、良いプレーを出すとういう

ことがとても重要なことだと気付きました。4年目に監

督が代わると試合に使ってくれることがなくなり、移

籍を決意。2部リーグのヘルタ・ベルリンからオファー

があり移籍、そこでのプレーをヴェルダー・ブレーメ

ンの監督に認められ81年からブレーメンへ移籍しまし

た。FC ケルンでベンチから外された時の気持ちは言葉

で表現できないような苦悩、苦痛でした。でも、そこ

で腐らずに練習に打ち込み、新しいチームで新たな可

能性を見つけることができました。そして 86年に帰国

し古河電工へ復帰、木村和司と共に日本国内で初めて

のプロライセンスをもらい、88 年に引退。その後は川

淵三郎氏と一緒にJリーグの設立に奔走しました。我々

の方針はチーム名には企業名ではなく地域の名前を入

れるということ。企業ではなく地域から盛上げないと

クラブは成立ちません。「いかに地元に愛され応援して

もらえるか」ということが大事だということが非常に

重要。各企業を回り Jリーグに加盟する 10クラブ集め

スタートしました。今、日本代表が強くなったのは J

リーグが出来たからだと思います。選手たちも子供達

も世界に行ける。これはとても良い反面、スター選手

が抜けていくという少し困ったことが起きています。

もうひとつ大きな課題として観客動員があげられます。

現在、日本のサッカー人口はとても多いです。ただ、

週末になると大人も子供も自分達のサッカーに行き、J

リーグの試合を見に来ることが減りお客様が少ないの

が現状です。東アジア・西アジアが虎視眈々と日本サ

ッカーを負かそうと狙っています。まだまだ日本のサ

ッカーはこれからです。我々も良い解決策を考え、ま

た選手の育成に力を注ぎ、しっかりとやっていかなく

てはいけないと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ報告 山本 剛 出席委員長 
 

クルーズ由美子様(川崎北 RC) 

中原ロータリークラブの皆様いつもお世話になっ 

ております。本日は奥寺さんのお話を楽しみにお邪 

魔致しました。どうぞよろしくお願いいたします。 

若狭滋則会長・戸張 裕康 幹事 

本日は奥寺様を迎えての卓話です。Jリーグ２０周

年おめでとうございます。いつも TVで見る奥寺さ

んのお話楽しみにしております。 

ところでアメリカの竜巻で被害にあわれた方々と

亡くなられた方々へお見舞いとご冥福をお祈りい

たします。 

山田 一之会員 

いまヨーロッパで活躍している選手たちの草分け

的な存在の奥寺さん、筋道をつけてくれた奥寺さ

んあっての今の選手たちです。お忙しい中おいで

下さりありがとうございます。 

プログラム委員会 

奥寺様、本日はお忙しい中お越しいただき有難う 

ございます。お話を楽しみにしておりました。 

親睦委員会 

今日のゲストはサッカー界で国際的に活躍されて

いる奥寺康彦様です。お話楽しみにしております。 

ＳＡＡ一同 

奥寺様をお迎えしてのプログラム楽しみにしてお

りました。 

「みんなニコニコ」 

鈴木 次男会員・山本 剛会員・松川 正三郎会員 

高瀬 建夫会員・都倉 八重子会員・黒澤 穣会員 

ポリオ情報 

野生株 1型による 1例のポリオ発生（4月 30日）が 

ケニヤで確認されました。 

ソマリア国境ダダブ難民キャンプでの発生です。 

今年のポリオ発生件数（5月 21日現在）は３４。 

パキスタン８、アフガニスタン２、ナイジェリア２２、

ソマリア１、ケニア１。 

根絶国での輸入ポリオの発生が気になります。 

*************************************************

関場慶博 sekiba@japan.email.ne.jp 

せきばクリニッ

ク http://www.asahi-net.or.jp/~ya9y-skb/ 

  

 弘前アップルロータリークラブ会員 

 国際ロータリー第 2830地区 2000-2001年度ガバナー 

 米山記念奨学会 2012-2013年度選考委員会副委員長 

 国際ロータリー日本青少年交換委員会(RIJYEC)監事 

   全国ロータリアンインターネット協議会(JRIC)理事 

************************************************* 

ニコニコボックス 本日 13,000円 累計 737,289円 

記念日ニコニコ 本日 0円 累計 105,000円 
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