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点　鐘 大塚 正一 会長

スマイル体操 石坂 想 親睦委員

司会と斉唱 山川 哲史 会場監督
石原 安 ソングリーダー

「手に手つないで」

お客様紹介 谷口 一成 親睦委員長
NPO 法人 Shape the Dream 代表理事　白木 栄次 様
NPO 法人 Shape the Dream 理事　　    有明 葵衣 様

出席報告 宮崎 秀樹 出席委員長
会員数 58 名 出席 35 名 欠席 23 名

（対象外 5 名） 出席率 66.04%
前々回訂正 欠席 17 名 MAKE UP 3 名

（対象外 6 名） 訂正出席率 84.62%
欠席者

朝山君 星野君 花田君 濱田君 平野君 
生垣君 小林（政）君 上山君 小林（美）君 三浦君 
溝淵君 松山君 峯岸君 茂木君 三平君 
柾木君 世良君 重田君 関君 相良君 
色摩君 渡邊君 横山君   

会長報告 大塚 正一 会長
1. 会長・幹事会の報告
2. 地区より、2018 ～ 19 年度 地区研修 ･ 協議会 部門

別協議会リーダーの委嘱状がロータリー財団部門
リーダー 川野正久会員に届きました。

幹事報告 帯谷 昌充 幹事
1. 2018 学年度 ロータリー米山奨学生 世話クラブの依

頼状が届いております。
2. 川崎中 RC より創立 45 周年記念誌が届いております。
3. 川崎中原 RC より、青少年交換レポートの冊子が届

いております。昨年度、青少年交換学生としてドイ
ツに派遣された学生から毎月送られてきたレポート
の内容が、大変素晴らしいものだったので、冊子に
まとめました。青少年交換事業の体験が、子供たち

をこんなにも成長させるという事業の素晴らしさを、
青少年交換事業に関わる全ての人々に理解していた
だきたく、第二グループの全会員、地区青少年交換
委員会、派遣・受け入れ高校等にお送りします。

4. 他クラブ例会臨時変更
●川崎麻生 RC
   2 月 9 日（金）職場訪問 読売ジャイアンツ球場

　　視察 ･ 見学
　例会場：グリーンクラブ「天安」点鐘 12：30
　2 月 16 日（金）⇒ 27 日（火）ＩＭへ振替
　2 月 23 日（金）創立記念例会
　旭寿司本館　点鐘 18：00
●川崎中央 RC
　2 月 12 日（月 ･ 祝）休会
　2 月 26 日⇒ 27 日（火）ＩＭ参加
　会場：川崎日航ホテル　点鐘 12：30
●川崎南 RC
　2 月 13 日（火）休会
　2 月 27 日（火）ＩＭ移動例会
　3 月 20 日（火）休会
●川崎マリーン RC
　2 月 15 日（木）創立 25 周年記念夜間例会　

　　川崎日航ホテル　点鐘 18：00
　2 月 22 日（木）⇒ 27 日（火）ＩＭ参加
●川崎高津 RC
　2 月 22 日（木）⇒ 27 日（火）ＩＭ参加

委員会報告
佐久間 馨 会長エレクト

2018 ～ 19 年度、国際ロータリーのテーマが決定し
ました。先週、アメリカ・サンディエゴで開催され
た国際協議会でバリー・ラシン会長エレクトにより、

「インスピレーションになろう」というテーマが発表
されました。

ゴルフ同好会 大塚 正一 会員
6RC 合同ゴルフコンペ・第 3 回大塚会長杯のお知らせ
日時：4 月 6 日（金）8：45 ～
会場：本厚木カンツリークラブ
会費：18,930 円、参加費：5,000 円
皆様の参加をお待ちしております。



卓話   
NPO 法人 Shape the Dream 代表理事　白木 栄次 様

」Shape the Dream は「学生アスリー
トの価値を最大にする」というこ
とを目的に、元アスリートを中心
としたメンバーがロールモデルと
なり、受けていてワクワクするよ
うなリアルな学びをオリジナルプ
ログラム「Shape」を通じて提供し、
学生アスリートの未来や夢を形成
するきっかけとなります。

調べによると、今の男の子がなりたい職業ランキング
の 1 位が J リーグの選手、2 位が野球選手です。しかし、
実際にスポーツをしている学生たちに、「引退後の生活
について」という質問をすると、50％が「競技に関わ
る仕事がしたい」といった、「プロになりたい」、「コー
チや指導者になりたい」、または「先生になりたい」と
答えました。社会、時代の環境変化で、バブル崩壊か
ら 2009 年までに約 350 もの企業スポーツチームが廃
部になり、更に少子化も進み、スポーツをする学生た
ちにとって厳しい時代になってきているといえます。

将来のことを考える機会が少ないまま、短期的な勝利
至上主義であったり、全体的にスポーツ主体の限定的
な選択をする傾向にあったり、環境変化による厳しい
現実があります。アメリカ社会の現実を例としてみて
みると、NBA 選手の 60％が、NFL 選手の 78％が引退
5 年後に自己破産しています。そのような厳しい環境で
生きていくには、競技キャリアは短いということを理
解し、考える機会を与えてあげること、またロールモ
デルから学び、キャリアの多様性に触れることが重要に
なってきます。特に学生アスリートに関しては、学業
期と重なることで教育へのアクセスが制限され、社会
性が欠如するなど、引退後の労働市場への移行がスムー
ズに行かないといった問題があります。競技力の向上
はもちろんですが、多様な価値観を醸成し、創造力や
自己実現力を育むには、心身ともに成長過程で競技に
最も熱中できる学生時代にマインドセットを確立させ
る必要があります。

Shape the Dream では、例えば、グループワークとし
て、「バスケットボールに関わる職業をあげてみよう」
といったテーマで話し合います。その中には、監督、コー
チのほか、スポーツドクターやトレーナー、選手エー
ジェントやマネジメント会社などいくつかあげられま
す。また、試合会場であるアリーナでの仕事、試合など
の広告関連、報道・広報メディアなど、たくさんあります。
このような教育をとおして、「アスリートとは競技だけ
ではない」ということを考えさせ、より多くの人をス

ポーツに引きつけ、スポーツの継続的な発展のために
も、子どもたちの可能性や未来の選択肢を狭めないよう
にすることが大切です。一生懸命スポーツに打ち込む
子どもたちの明るい未来を一緒に創っていきましょう。

私たちは原則として、学校から受講料をいただいてい
ません。学生アスリートを中心として、少しでも多く
の未来ある若者たちの “ きっかけ ” になりたいと思って
いるからです。これらの活動における資金のほぼ全て
が、私たちの理念に共感してくださる個人の方や学校、
企業の寄付および賛助会員費で成り立っています。み
なさまのご協力なくしては、Shape the Dream は前に進
むことはできません。 2017 年４月に正式に NPO 法人
Shape the Dream を設立し、志を共にするメンバーも集
まりました。「アスリートが世界を変える」私たちはそ
う信じて、日本全国に Shape the Dream の活動を展開
していきます。「Shape を受けたことが人生の転機になっ
た」、数年後、学生アスリートたちにそう思ってもらう
ことが、私たちの唯一の願いです。思いに共感してく
ださる方々のご支援を、心よりお願い申しあげます。

ニコニコリポート 波木井  副会場監督
大塚 正一 会長、入来 武久 副会長、帯谷 昌充 幹事

藁科 職業奉仕委員長、本日のフォーラム、よろし
くお願いいたします。NPO 法人 Shape the Dream 
白木栄次 様、有明葵衣 様、本日の卓話よろしくお
願いいたします。

戸川 俊雄 君
本日、会員増強委員会作成の資料をポスティングさ
せていただきました。情報集会グループ編成表も入っ
ていますので、ご確認ください。会員増強にご協力、
お願いいたします。

戸川 俊雄 君、洪 征治 君
藁科 職業奉仕委員長、職場訪問ありがとうござい
ました。白木栄次 様、有明葵衣 様、本日の卓話楽
しみにしております。

齊木 貴 君
今月 20 日、次男のところに 2 人目の孫が生まれまし
た。女の子です。

プログラム委員会：クルーズ 由美子 君、波木井 輝昭 君、
松下 幸夫 君

白木栄次 様、有明葵衣 様、ようこそいらっしゃい
ました。卓話楽しみにしております。よろしくお
願いいたします。

親睦委員会：谷口 一成 君、石原 安 君
NPO 法人 Shape the Dream 白木栄次 様、有明葵衣 
様、本日の卓話よろしくお願いいたします。楽し
みにしております。


