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皆さんこんにちは。ご多用の中ご出席をいただきまして
ありがとうございます。
田中ガバナーご多用の中おいでいただきありがとうござ
います。
後ほど卓話をいただきますが、吉田監督はじめ上尾メデ
ィックスの選手の皆さん本日はありがとうございます。ま
た、上尾高校インターアクト部の鈴木先生、インターアク
ト部の皆さんには、3月23日から28日までの訪韓の報告にお
いでいただきありがとうございます。
先週、上尾市スポーツ少年団、スポーツ少年団後援会の総
会がありました。創立50周年の記念事業として上尾ロータ
リークラブ杯を贈呈する承認をいただいています。今回、
正式にバレーボールとソフトボールの大会を上尾ロータリ
ークラブ杯争奪秋季大会として開催することが決定いたし
ました。日程の関係で次年度になりますが、皆様よろしく
お願いいたします。
他のクラブでは、上尾西ロータリークラブさんが野球大
会、上尾北ロータリークラブさんがミニバスケット、上尾
ライオンズクラブさんと上尾中央ライオンズクラブさんは
サッカーのそれぞれの大会の冠になっています。是非、上
尾ロータリークラブ杯争奪秋季大会の応援皆様よろしくお
願いいたします。
本日は田中ガバナーそしてインターアクトの報告がござ
いますので、本日の会長挨拶は以上とさせていただきます
。本日も例会よろしくお願いいたします。
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ゲスト挨拶
国際ロータリー第2770地区ガバナー
田中徳尚様
みなさん、こんにち
は、お忙しい中本日は
お時間をいただき誠に
ありがとうございます
。本日、上尾ロータリ
ークラブ様にお伺いし
たのは、大塚パストガバナーに「ロータリー財団
功労表彰状」直接お渡ししたいと思いお伺いさせ
ていただきました。大塚パストガバナーおめでと
うございます。
話は変わりまして、もうあと2週間経ちますと私
の年度も終わりバトンタッチとなります。本年度
は皆様には大変お世話になりました。また、上尾
ロータリークラブ様は栄えある50周年を迎えられ
たということで、素晴らしい充実した1年だったの
ではないかと思います。おかげ様で地区も増強に
関しては、新会員が360名入っておりまして、今年
こそ増強で一年間を終えることが出来るのはない
かと思っております。また、思いかけなかったの
ですが、新クラブも１つ設立され拡大することが
出来ました。
また、6月23日からリスボンで国際大会が開かれ
ます。このリスボンの国際大会の登録が375名とな
っております。この登録375名は世界のトップ25に
入っております。非常に素晴らしい成績だという
ことで、田中作次RI会長より感謝のお言葉をいた
だいております。いろんな面で皆様のご協力には
大変感謝しております。また、リスボンでお会い
できることを楽しみにしております。本日は大塚
パストガバナーおめでとうございました。

大塚信朗会員がロータリー財団功労賞を
受賞いたしました。
上尾高校インターアクト部 顧問 鈴木由美子先生

本日はお招きありが
とうございました。今
年は希望者がたくさん
いて本校から2名送って
いただいた事を大変感
謝しております。本日
はお礼にお伺いさせていただきました。ありがと
うございます。
上尾高校インターアクト部 部員 椎橋遥さん
私は今回の韓国研修
でたくさんのことを学
んで、日本に帰ってく
ることが出来ました。
慣れない海外でしたが
、ホストファミリーの
人が暖かく迎えてとても過ごしやすかったです。
そこで、私は人の優しさのありがたさを改めて感
じることが出来ました。今回、韓国研修に行って
たくさんのことを学べたことに感謝しております
。ありがとうございました。
上尾高校インターアクト部 部員 石塚悠菜さん
私は今回この研修に
参加して一番嬉しかっ
たことは、今年の一月
に韓国から上尾高校に
研修にきた2名に韓国の
学生に現地でまた再会
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プレミアリーグは1部リーグで私たちは甘んじて
おりますチャレンジリーグというのは2部リーグに
なります。その下にはまた、地域リーグがありま
す。バレーボールはとても歴史のあるスポーツだ
と思っておりますので、もっと発展させていかな
ければならないと私は感じております。この上尾
メディックスから発信して日本のバレーボールを
変えていくそして世界のバレーボールを変えてい
こうというイメージを持っております。現在、Vリ
ーグのチーム数は18チームで出来ればサッカーの
なでしこリーグと同じくらいのチーム数に増やさ
ないと発展は難しいと思います。
このＶリーグのチーム数を増やす署名活動をや
っておりますので、是非、皆様にもご協力をお願
いしたいなと考えております。Vリーグ戦の他にも
様々な試合がありまして、Vサマーリーグ、国体、
天皇皇后杯、黒鷲旗があります。つい最近参加し
た黒鷲旗ではベスト8まで残ることが出来ました。
私達の目標はまず、Vチャレンジリーグで優勝そ
してプレミアリーグへ昇格することです。このチ
ャレンジリーグは今年は12月から開催されます。
なお、今年は上尾市民体育館にて試合がござい
ます。昨年、一昨年は震災の影響で上尾市民体育
館は使用出来ませんでした。その為、北本で試合
をしておりました。やはり上尾のチームですので
、この上尾で試合を出来るのはとても嬉しいです
。今シーズンは4試合上尾市民体育館で行う予定で
す。日程につきましては、まだ決まっておりませ
んので、決まり次第ご連絡いたします。
私の夢ですが、上尾で国際招待試合を開催する
ことが夢です。もし実現出来ればとても大きな経
済効果があるかも知れません。
また、選手より一言今シーズンへの意気込みを
発表してもらい本日の私達の卓話とさせていただ
きます。本日はありがとうございました。

出来たことです。こうやってまた再会できたこと
にとても感謝しております。現地で言葉が通じな
い状況でしたが、お互いジェスチャーをしながら
話し合って気持ちなどを分かり合えたことがとて
も印象に残っています。今回、韓国に行かせてい
ただき本当にありがとうございました。

卓 話
上尾メディックス 監督 吉田敏明様
皆様、こんにちは、
本日はお招きいただき
ありがとうございます
。また、皆様にお会い
できて本当に嬉しく思
っております。選手も
このような社会勉強は初めてなので、とてもいい
経験になると思います。最近、ニュースでプロ野
球のボールの問題が話題になっています。このボ
ールの問題は私達にとっても死活問題です。もし
、バレーボールでもこのような問題が起きたら大
変な問題となります。例えば、バレーボールの場
合はミカサというボールとモルテンというボール
をよく使います。毎年、交互にこのボールを使っ
ています。このミカサとモルテンではボールの特
性が大きく違っていて、ミカサは重くモルテンは
軽いです。その為、このボールに合わせて私達は
練習をしております。ちなみに国際試合では全て
ミカサのボールを使用しております。話は変わり
まして、国際バレーボールに加盟している国は220
カ国あります。ちなみにFIFA国際サッカー連盟に
加盟している国は209カ国です。バレーボールの3
大国際試合は世界選手権、ワールドカップ、オリ
ンピックがございます。また、JOCオリンピック委
員会派遣の世界大会はユニバーシアード、アジア
大会、オリンピックがあります。今回このユニバ
ーシアードに上尾メディックスの吉村、山岸が参
加する予定です。今年のユニバーシアードはロシ
アのカザンにて開催されます。
日本の試合ですが日本にはVリーグというものが
あります。VリーグはVプレミアリーグとVチャレ
ンジリーグの2つを併せてVリーグです。

上尾メディックス 土田望美選手
私はポジションがセ
ッターなので、アタッ
カーの打ちやすいトス
を上げるのはもちです
が、苦手なレシーブを
この夏に一生懸命練習
してリーグでいいところを見せられるよう頑張り
たいと思います。

上尾メディックス 吉村志穂選手
私はアタッカーなの
ですが、身長が167cmし
かありません。世界や
日本のトップで戦うに
は小さい選手なのです
が、その中でもスピー
ドやパワー、躍動感のあるプレイを皆様に見ても
らって少しでも感動を与えられたらと思っており
ます。
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上尾メディックス 山岸あかね選手
私はレシーバーなの
で、他の人に負けない
粘りのレシーブが出来
るようにこれから頑張
って練習して行きたい
と思います。応援よろ
しくお願いいたします。

スマイル

上尾メディックスの皆様、
卓話ありがとうございました。
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■大塚信郎会員 田中ガバナーをはじめたくさんのお客様ようこそ
■富永会員 上尾メディックスの皆様方ようこそ
■大木会員 田中ガバナーようこそ、フレフレメディックス、インター

■第2770地区ガバナー 田中徳尚様 大塚パストガバナーおめでとうござ
います。上尾ＲＣの皆様、一年間ありがとうございました。
■島村会長 田中ガバナーようこそ、吉田監督をはじめ上尾メディックス
の皆様卓話ありがとうございます。上尾高校インターアクト部の皆様お疲
れ様です。
■関口副会長 田中ガバナーようこそ、上尾高校インターアクト部の皆さ
んようこそ、上尾メディックス様卓話ありがとうございます。

アクトの皆さんようこそ
■岡野会員 卓話感謝
■尾花会員 田中ガバナーようこそ、お客様ようこそ
■大塚崇行会員 卓話ありがとうございます。田中ガバナーようこそ
細野会員 武重会員 名取会員 斎藤修弘会員 神田会員 齋藤重美会員
村岡会員 渡邉会員 井上会員 吉野会員 長沼会員 深澤会員 古賀会員
宇多村会員 樋口会員
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例会日 毎週木曜日 12：30〜13：30
事務所 〒362‑0035 埼玉県上尾市仲町1‑8‑31 新和エクセルビル303
例会場 東武バンケットホール４F（ポリアス） ＴＥＬ/ＦＡＸ 048‑775‑7788
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