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外部卓話 SPEECH
いわきＦＣとスポーツの力
㈱いわきスポーツクラブ
いわきＦＣ代表取締役 大倉

智

様

親会社の株式会社ドームは「スポー
ツを通じて社会を豊かにする」
「スポー
ツを通じて社会全体をより良くしてい
く」ことを原点としています。ドーム
の生い立ちから目指していることをま
とめた映像をご覧ください。
（ドームの創業者・安田秀一社長が日本と米国のスポー
ツ界の差を埋めようとした経緯などを紹介。米国のアン
ダーアーマーとの出会い、スポーツ環境の向上と活性化
に向けた取り組みを説明。いわき市に物流センターを開
設し市全体の復興にも寄与する考えを示す）
スポーツの本質的な価値は、まず経済が良くならない
と発揮されません。スポーツ産業で得たお金を子供たち
や指導者へ再投資できる環境が求められるのです。スポー
ツ産業の収益で日米の差が開いてます。その原因の１つ
はスタジアムの問題です。野球やサッカーのスタジアム
が米国では以前、郊外にあったものが今は都市のど真ん
中に造られています。地価が高騰し、街も潤うことがプ
ラスになっているのです。
ドームのいわきプロジェクトの一つとして、いわきＦ
Ｃが誕生しました。震災の際に社長の安田が、ドームが
持っている物資を車に積んでガソリンを満タンにして「行
ける所まで行こうと、行った先がいわきだった」という
縁がありました。その時、彼が感じたのは「物資を送る
だけでは支援にならない。先を見据え、雇用拡大を含め
た支援を」と考えました。そこで懸案だった物流センター
を、いわきに建てたのです。
物流センターは、いわき湯本インター近くに建設しま
した。本格稼働は５月中旬ですが、200 ～ 300人の社員が
広々とした建物内で働いています。センターの左手の辺
りに、クラブハウスを建て、その奥にグラウンドを整備
しています。将来的にはスタジアムが街の中にできてサッ
カーやコンサートが開かれ、商業施設なども入って地域
の復興に役立つようになればと考えています。

2015～2016年度
国際ロータリーのテーマ

いわきＦＣのビジョンは①「いわき市を東北一の都市に
する」
。抽象的に思われるかもしれませんが、子供たちが
元気に過ごせる街、若者が外に出ていかないで住みたいと
思わせる街。それをスポーツの力で成し遂げたいと思いま
す。②「日本のフィジカルスタンダードを変える」
。欧米
のサッカーに比べ日本は能力はあるが、肉体を鍛えること
を避けている気がする。フィジカルを強化することは絶対
条件です。③「人材教育と育成を中心に据える」
。これが
一番重要で、子供たちにクラブハウスやグラウンドを開放
し大いに利用してもらいます。福島県と同じくらいの人
口の他県とサッカー協会への登録者を比較すると福島県は
3000 ～ 5000人くらい少ないのです。いろいろな原因はあ
りますが、我々としては特に未就学児にアプローチして、
ここに来て自由に走り回ってもらおうと幼稚園などに働き
掛けています。
監督はオランダ人のピーター・ハウストラです。練習は、
通訳なしの英語で行っています。選手にとってこれも一
つの教育の一環です。
クラブハウスは年内に造ろうと進めています。３階に
はカフェテリアを設け、子供たちがサッカースクールで
練習中に保護者らが茶を飲んだり、地域の人々にも利用
してもらえるようにします。
（いわきＦＣをＰＲするＪリーガーを目指す子供と祖父
のミニドラマを上映）
最近、思うのは「スポーツの力」はど真ん中にあって、
未来を担う子供たちに与える夢や希望の素になり、大人
にとっても欠かせないものだと信じています。
◆中田博道いわき分区ガバナー補佐の感想
今日は大倉さんから大変素晴らしい話を聞
かせてもらいました。ありがとうございまし
た。最後の公式訪問になりますが、ここに来
て週報を見たところ戦略計画委員会の立ち上
げについて協議されたことを知りました。地区で戦略委
員会を立ち上げた時、私は郡山の先輩に聞きました。「戦
略委員会って何をするんですか」。その方は「当クラブで
は戦略として伝統を守ることだ」と言われました。「じゃ
あ伝統とは何ですか」と聞いたら「それは品格だ」とおっ
しゃいました。私の考えでは「品格に触れてこそ人格が
形成されるとおっしゃっている」と思いました。今「スポー
ツの力」という大倉さんの話で人間教育が大事だと説か
れていました。我々ロータリーでも様々な奉仕はありま
すが、究極は人間を育てることだと感じました。

「世界へのプレゼントになろう」
Be a gift to the world

「出席はロータリアンの３大義務の１つです」
委 員 会 報 告

司会：野沢幹事
〔点鐘・ロータリーソング（奉仕の理想）
・ロータリー
の目的（松村耕三会員）
・四つのテスト（竹谷金浩
会員）
〕

◆ 出席委員会（代理・大久保健蔵副会長）
例会日 基本会員数 出席者
４月７日
49 名
28 名

メーキャップ数
―

◆ ロータリー財団委員会（代理・大久保健蔵副会長）
松村耕三会員

竹谷金浩会員

◆来賓・来訪ロータリアンの紹介
⃝卓話をお願いしました株式会社いわきスポーツク
ラブ・いわきＦＣ代表取締役の大倉智様
⃝いわき分区ガバナー補佐の中田博道様、幹事の高
橋孝光様
◆新入会員紹介（企業交代）
⃝い わきワシントンホテル椿山荘総
支配人
池田直彦様
今春の異動により東京・浜松町のホ
テルアジュール竹芝から赴任してま
いりました。
歴史あるいわき平ＲＣに入会させていた
だき感謝申し上げます。
何かと不慣れな点もあります
が、
よろしくお願いいたします。
★ 誕生祝

新妻 純男さん
（４月９日）

伊藤 盛敏さん
(４月19日)

ハッピーバースデーソング斉唱

◆会長挨拶ならびに報告
皆さんこんにちは。中田博道ガバ
ナー補佐のクラブ訪問も、
４回を重ね
られ、きょうが最終となりました。例
会の普通の姿を見たいとの仰せがあ
りまして、今回は予定通り、大倉智様
の卓話をいただくことにしました。
中
田ガバナー補佐には、
卓話の後に例会の感想をいただ
ければと思いますので、
よろしくお願いいたします。
４月２日に家族親睦旅行が開催され、満開の江戸
の桜見物に行ってまいりました。親睦活動委員会の
皆様、三瓶和秀会長エレクトには大変お世話になり
ました。ご参加された皆様、
本当にお疲れさまでした。

◆幹 事 報 告
⃝いわき市国際交流協会の会報「ワールドアイ」が
届きました。
⃝５月 21 日に海岸林再生活動を行います。多くの
参加をよろしくお願いします。



松崎浩さん、大久保健蔵さん、飯野光世さん。

以上３件
◆ 米山記念奨学会委員会（代理・大久保健蔵副会長）

松崎浩さん、大久保健蔵さん、松﨑倫久さん、飯野

以上４件
光世さん。

◆雑誌委員会(松﨑倫久委員長)

○ロータリーの友４月号「見どころ読みどころ」
縦組 ４～８ページ「おらほの言葉」山形県庄内地
方の方言をまとめた。いわきにも共通する方
言があるので一読を。
横組 12 ～ 13ページ「ネパールの学校建設支援、
開校式」の報告

◆スマイルボックス委員会（代理・阿部弘行会員）
♥中田博道さん（本日、
最後の公式訪問です。今日は、
大倉様の卓話を楽しみに参りました。又、ＩＭでは、
多数の皆様にご参加いただきまして、本当にありが
とうございました）♥松崎浩さん（中田ガバナー補
佐、高橋幹事の来訪歓迎致します。大倉様卓話よろ
しくお願いします）♥阿部弘行さん（観桜例会多数
のご参加ありがとうございました。早退します）♥
伊藤盛敏さん（誕生祝ありがとうございます。中田
ガバナー補佐、高橋幹事を歓迎して）♥新妻純男さ
ん（誕生祝ありがとうございます）♥松村耕三さん
（欠席がつづきもうしわけありません）♥郡二三子さ
ん（東京の桜とてもよかったです。親睦の方に感謝
です）♥浅倉哲也さん（いわきＦＣの健闘を祈ります）
♥竹谷金浩さん（いわきＦＣ頑張って下さい！応援
しております。大倉さん卓話楽しみにしております。
観桜例会楽しかったです。親睦会の皆様ありがとう
ございました）♥関口武司さん（大倉さん卓話宜し
くお願いします）♥鈴木稔さん（大倉さん、卓話宜
しくお願い致します）♥三瓶和秀さん（ガバナー補
佐を歓迎しまして。大倉さん卓話よろしくお願いし
ます）♥青木喜久男さん（大倉さん卓話よろしくお
願いします）♥有賀行秀さん（中田ガバナー補佐を
歓迎して。大倉さん卓話よろしくお願いします。４
月 10 日の開幕戦楽しみです）♥高橋康二さん（大倉
様、
卓話よろしくお願い致します）♥吉田仁平さん（中
田補佐、高橋幹事いらっしゃい）♥松﨑倫久さん（中
田ガバナー補佐ようこそ）♥飯野光世さん（中田ガ
バナー補佐を歓迎して。いわきＦＣ大倉様卓話楽し
以上19件
みにしてます）

★本日の例会案内 ４月21日（木） 12：30 ～
新入会員卓話 関彰商事東北支店長 曲山浩範会員
お食事メニュー＝天麩羅蕎麦、
牛蒡と大根の煮物
★次回の例会案内 ４月28日（木） 12：30 ～
ロータリー情報委員会担当卓話 吉田仁平委員長
お食事メニュー＝海鮮ちらし寿し、
豚の柔らか煮

八幡恭朗
関口武司
浅倉哲也
八幡恭朗
会報・広報委員会
会報・広報委 員 会安田信二

