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★事務所：神奈川県平塚市豊原町22-13 TEL/FAX：0463-36-2255

★例 会：第1・第3・第5 木曜日 12:30～13:30 大磯プリンスホテル TEL：0463-61-1111 FAX：0463-61-6281

会 長 守屋 紀忠 会長エレクト 石山 智司 幹 事 大藤 勉

№２８第２４６８回 例会 令和元年５月９日

■司会:瀬戸 亨一 ■点鐘：守屋 紀忠 ■合唱：君が代・奉仕の理想

・5月16日：マイロータリー登録について・5月23日：休会・5月26日：大磯美化キャンペーン◇プログラム

)◇出席報告 例 会 会員数 出席数 出席率 ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 修正出席率 ◇欠席者(４名

２４６８回 15(13) ９ 69.23％ － － 原、太田、田中、百瀬さん

◇ﾒｰｸｱｯﾌﾟ(0名）２４６６回 15(14) １１ 83.67％ － －

井上一さん(星槎国際学園理事長)◇ゲスト：

宮澤会長が呉々も皆さんによろしくと申しており

ました。

◇出席報告：瀬戸亨一委員

◇会長報告 守屋紀忠会長

１．4月21日の地区研修協議会で決まった 事があ

ります。当日配布された地区カレン ダーによれば、

石山次年度ガバナー公式訪 問は7月25日になって

います。次年度活 動計画書の作成など遅れないよ

うに準備お 願いします。

2．次年度地区協議会：2020年4月19日 (日)，場

所は東海大学(伊勢原) ホストク ラブは二宮RC、

実行委員会は第8グルー プ全体で実施します。



- 2 -

◇幹事報告 大藤勉幹事

1．次年度会員増強／会員維持セミナー開催

6月11日((火)13時30分、場所：ミナパーク。

2．次年度第8グループ会長幹事会：

日時：5月15日(水)18時

場所：レストラン大原

3．5月ロータリーレート1ドル／112円

4．5月19日ロータリーデー中止：5月19日の大磯市

が会場修理で中止になった為。

5．湘南よさこい祭り2019年協賛のお願い。

6．平成31年度町ぐるみ美化キャンペーン実施要項

：5月26日(日)7:00~8:30

3．ロータリアン誌、ハイライトよねやま

4．2月9日に行われたＩＭ報告書＝DVD会計報告書が

来ています。会長幹事は貰っているので他に見たい

方はどうぞ。

◇委員会報告：

☆スマイルボックス 新宅文雄さん

国際学園理事長井上一様、ようこ・守屋紀忠さん：

そいらっしゃいました。よろしくお願いいたします。

星槎、世界子ども財団理事長井上・河本親秀さん：

さんようこそ、卓話よろしくお願いします。

①星槎国際学園理事長の井上様・新宅文雄さん：

ご多忙のところようこそいらっしゃいました。卓話

よろしくお願い致します。②地区研修協議会で

ロータリー財団寄付で表彰されました。

井上一様、ようこそ卓話よろしく・石山智司さん：

お願い致します。

・田中さん結婚記念日おめでとう・瀬戸亨一さん：

ございます。・百瀬さんお誕生日おめでとうござい

ます。・井上様、本日はお越し頂きありがとうござ

います。卓話よろしくお願い致します。

☆河本親秀さん

１．5月19日 について：会ロータリーデー活動中止

場の改修のため大磯市が中止になり、その日に実施

す事を決めていたロータリーデー活動＝ポリオ撲滅

募金，ロータリーの広報活動＝は中止のやむなきに

至りました。6月以降も改修完了まで規模を縮小

して行うとの事です。今後活動については，昨年同

様湘南よさこい祭り(6月2日)で行うかどうか5月16

日の会長幹事会で検討 して決定します。

ウガンダでのコンフロント・ワールドによるト2．

支援の財団地 区補助金受領イレ建設プロジェクト

について：合計45万円、うち20％はクラブ負担で36

万円の申請を致 しましたが、今年は申請が25件も

あり、資金枠が8万ドルに限られているため、申

請額が5万円減額され31万円が承認されました。こ

の資金管理説明会が5月14日16時からガバナー事務

所であり、2名出席する必要があり、河本と次期会

長石山さんが参加します。

☆新宅文雄さん

ロータリー財団表彰

地区研修･協議会にて

1．平均一人100ドル以上寄付クラブ表彰

2．クラブ全員100ドル以上寄付
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◇卓話

星槎グループの近況：

＝星槎のスポーツ＝

井上一 星槎国際学園理事長

星槎の何を話すかによって星槎とは何をやっている

所か？見え方が色々違ってきてしまいます。河本さ

んから卓話のお話を頂いた時が丁度スポーツイベン

トの時(星槎国際高校女子サッカー部全国優勝祝賀

会)でしたので、今日はスポーツに絞ってお話しさ

せて頂きたいと思います。

星槎の本部があるこゆるぎの森に福島の代官町から

寄贈頂いた桜を20本植えました。植えた後、これは

新種だよと言われ,名前をつけて良いよと言われて

「星槎小桜」という名をつけました。世界中で此処

大磯にしかありません。

5月7日に星槎グループとJAXAが宇宙教育に関する連

携協定を結びました。＝その時のニュース放送(ビ

デオ)の紹介：星槎では熱気球体験や宇宙空間コミ

ュニケーションの取り方など普段から宇宙に関する

教育を展開している。生徒により一層宇宙への関心

や知識を深めて貰おうと結ばれたもの。JAXAが一般

社団法人と提携するのは全国で初めて。今後中学、

高校で週2回程度宇宙教育プログラムを講じる＝。

星槎の最新のホットニュースは宇宙なんだと!!JAXA

は普通は教育委員会と提携するそうで学校と直接結

んでいるのは早稲田と慶応だけだそうです。

SEISAのスポーツ

星槎女子高校サッカー部全国優勝応援有り難うござ

いました。この子達は略々地元の子です。通ってく

る子が殆どです。決してエリート集団ではない。ギ

リギリで勝ち上がってきて徐々に徐々に強くなって

くる。一人一人の力は弱いけれどお互いが補い合う

心を持てば色んな壁を突破して行けると言う事を子

供達が示してくれたという事で非常に嬉しく思いま

した。このメンバーの中からアンダー16，アンダー

19，20とかの代表選手にに選ばれていますので、応

援よろしくお願い致します。

野球部は毎年横浜高校に阻まれています。なかなか

勝てません．そろそろ1回勝ちたいなと思っていま

す。元々グランドのない野球部でした。テニスコー

トを自分たちでブルペンにしちゃって、ネットを張

って、ノックが出来るようにして，知らない間にテ

ニスコートが野球部に占拠されるという事件があり

ました。最近厚木の方ににグランドを用意しまして

練習が出来るようになったので、そろそろ言い訳で

きないようになってきています。

昨年は星槎国際湘南の本田瞳という大和月見野中の

2番手ピッチャーだった者がオリックス(育成リー

グ)へ行きました。今年は肘を手術して1年間お休み

していますが･･･。昨年度星槎道都大学が全国大学

野球準優勝の立役者だったピッチャーの福田俊がド

ラフトで日本ハムへ、昨年、今年と2年連続でドラ

フトでプロ野球選手が出ています。

（以下スライドに従って話が進みました）

フェンシング上野優佳選手：平成30年度世界選手権

でU-17,U-202階級金メダル，ジュニアオリンピック

で金メダル。世界最強と言われています。

近代5種有路萌選手：近代5種を高校でやっているの

は星槎だけ。世界に通用する選手

フィギュアスケート鍵山優真選手：世界選手権ジュ

ニア大会で銀メダル。全日本選手権で第6位。羽生、

宇野の後継者と目されている。
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女子体操柏木淑里選手2019年インターハイ県予選個
ジ ユ リ

人優勝。日本代表候補。

社団法人

星槎グループって？

「人を認める、人を排除しない、仲間をつくる」と

のもと、「社会に必要とされいう星槎の三つの約束

ることを創造し、常に新たな道を切り開き、それを

成し遂げる」集団です。

神奈川県内に所在する学校関係施設16箇所の他に

根府川の廃校、横浜の廃校を使い始めている。

全体組織図：株式会社ではないので持ち株会社制は

取れないので、一般社団法人を取得、その中に学校

法人、公益財団法人、社会福祉法人等が25法人(ス

ライド参照)あり。他に株式会社もある。社団の代

表理事の呼称を会長に致しました。これまでは単な

るグループという呼称だったが、これで正式に法人

格が出来、創設者の宮澤保夫が法的に正式の会長と

なりました。

各法人の上には夫々霞ヶ関の監督省庁があり、各法

人は夫々別々に活動せよと言います。宮澤会長は，

教育も福祉も国際支援も一緒でしょう、それをごっ

ちゃまぜにしてやるのに意義があるんだ。そうする

と日本の中では法的不整合が起きます。しかしやり

ます。

幼稚園、保育園から大学、大学院までゼロ才から94

才までの方が学んで頂いている。在籍園児、生徒、

学生を入れると1万5千人くらいです。それ以外に合

わせて色々学んでおられる方がいて全部合わせて4

万人くらいおられます。その本部が国府本郷の山の

上にあります。

宮澤会長は1972年に学習塾を始めました。そこに来

る子供達がこうであったら良いのにな、ああであっ

たら良いのにな，この塾がこうであったら良いのに

なと言った言葉に促されて色んな学校つくりが始ま

りました。学校へ行かなくても塾に来ちゃう子が沢

山いました。それでもテストの成績がどんどん上が

る子がいたり、進学の成果がとても高かった。トッ

プでした。余り申しげるのは良くないのは･･･僕が

そこの生徒だった。 9才からいました。お(笑い)

(笑前が星槎の一番の失敗作だと言われています。

い)

(公財)世界子供財団は医療、農業など途上国の支援

をしています。そういう国とのスポーツ関係につい

て：ブータン、エリトリア、ミヤンマーの選手が20

20年東京オリンピック、パラリンピックに参加する

前の事前キャンプを行う場所として，星槎はこの3

国を誘致しています。民間で誘致しているのはうケ

ちだけだと思います。うちだけでは出来ませんので、

大磯町、神奈川県、小田原市、箱根町と調印して色

んなサポートをします。この3ヶ国の留学生達が星

槎で勉強しています。留学生を受け入れている星槎

は儲かっているのと尋ねられます。全然お金は儲か

っていません、出るばかりです。億単位で出て行き

ます。

「2020 & Beyond スポーツを通じた途上国の青少年

の育成」は世界子供財団と星槎の目標です。30年前

に宮澤が国際学園を立ち上げた時から、途上国の子

供達と関われる教育環境を創りたいという思いがあ

りました。漸くこの数年でそれが出来るようになっ

たところです。背景としては日本においてはスポー

ツが大変盛んになっています。野球、陸上競技、卓

球、レスリング、体操、テニスなどで結果を出して

きている。スポーツにはどんな役割があるんだろう。

本当に多くの価値観を僕等に与えてくれる。子供の

中に育んでくれる。身体が健康であるとか人と力を

合わせないと、一人でやるスポーツでも相手がいな

ければ成立ちません。共同というものが非常に重要

になってくる。そして達成感とか一体感であるとか

帰属感、誇り、継続力、諦めない力など色んなもの

をスポーツを通じて得る事が出来る。なので、これ

は途上国で非常に有効であろうと宮澤は考えた。人

つくりについて色んな国に働きかけて気づいた事が

あります。教育というところにこういった教育をや

ってはどうかと提案しても受け入れられない。一旦

ははねつけられる。では医療から入ろう、農業から

入ろう，文化から、スポーツから入ると育成･教育
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に結びついてくる。と言う事からスポーツを通じて

教育というのが宮澤のスタンスです。

スポーツの持つ価値を共有する為に政府と力を合わ

せて協働して行く，そうして継続して行く事．たま

たま2020年に東京オリンピック･パラリンピックが

あるのでチャンスである。これを大きく使いましょ

う．2020年に途上国の選手が急に強くなる事はあり

ません。2024，2028，2032のオリンピックにその芽

が出てくれば良いなとの思いで今活動しています。

そして日本の子供とこの3ヶ国の子供さらに他の国

子供達と一緒に育っていって将来大事な橋が，政治

的に作ったものでない大事な橋が架けられれば非常

に嬉しいな。逆に日本が8千万人規模の人口の国に

なったとしても支え合うような関係性のある国が幾

つも生まれてくるんじゃないかな，そのような思い

を持って活動している。そうすると例えばアフリカ

のエリトリアの政府、オリンピック委員会が推薦し

たアスリートをうちの高校大学に留学生として受け

入れる，そして競技の部分に関しては競技団体のサ

ポートを受けます。ＪＯＣ傘下の全日本アーチェリ

ー連盟とか日本陸上競技連盟などのサポートを受け

てトレイニングして行く。日本人と生活しながらオ

リンピック出場を目指して行く様なプログラムをや

っていたらＩＯＣのある部門がこのプログラム凄い

ねと言う事で大変喜んでくれた。オリンピックは大

国のメダル争いの場になってしまっている。多くの

国はメダルが取れるという事は夢の又夢です。対外

幾つかの国がメダルを占拠している。本当のオリン

ピックの目的はそこにはない，という思いを持った

方がおられた。星槎のプログラムを是非使いたいな

と言う事でＪＯＣとＩＯＣが手を組んでＩＯＣソリ

ダリティプログラムを特別に創って頂いた＝ホスト

国の教育機関が途上国のアスリートを留学生として

受け入れて、そのホスト国の競技団体がサポートし

てオリンピックの出場を目指す＝正に星槎がやって

いる事そのままです。ＩＯＣのプログラムになって

お金を頂けるようになりました。受け入れている学

生の5分の1くらいのファンディングを受けています。

このプログラムは2024年フランス、2028年はアメリ

→→カ

ずっと将来引き継がれて行きます。

こういう事をやっている根っこにあるものは何かと

いうと「人を認める、人を排除しない、仲間を作

る」の星槎の三つの約束です。これは保育園生、幼

稚園生から大学生まで全部が言える簡単な言葉です。

宮澤が創った言葉です。これを一人でも多くの人に

伝えるために僕らは星槎の活動をしている。結果と

してそれが学校になっていたり，財団になっていた

り、福祉事業になっていたり，或いは文化活動にな

っていたりするんですね。総ての星槎の活動はこれ

に向かって行っていると言っても過言ではない。こ

れを途上国の人達と分かち合いたいと言う思いがあ

って子供財団が出来ました。

ブータン王国：仏教国のため、障害者に生まれた人

は前世で悪い事をしたんだろうと見做され、一生屋

根裏部屋に閉じ籠もっていました。これをブータン

国王でブータンオリンピック委員会会長がそれは違

う，障害を持っていてもスポーツをして誰かを笑顔

にすることが出来る。貴方には凄く大事な価値があ

るんだと言うことを国民に伝えて行きたいと言うこ

とがあったんで、星槎が協力してブータンのパラリ

ンピック委員会を作って国際パラリンピック委員会

の承認を受けて障害者スポーツがスタートしました。

それで2週間前に宮澤会長が「ブータンオリンピッ

ク委員会会長付名誉アドバイザー」の称号を与えら

れました。ブータンは王国であるので、王族以外、

王様に直接アドバイス出来る人はいません．私達も

非常に嬉しいです。

ミヤンマー連邦共和国：3人の空手の留学生を1ヶ月

前から受け入れて大磯で勉強しています。昨年大磯

町と事前キャンプ協定を結んでいます。

・スポーツ留学生の活躍：スライド3枚

・SEISA Africa Asia Bridge 2018(第4回)：2018.1

1.10/11 36ヶ国から7千人来場

・東日本大震災支援活動：毎週スタッフが福島現地

に入ってカウンセリング活動。福島の子供達を北海

道に招待して思い切り遊ばせる会をずっとやってい

る。

・昨年は西日本豪雨、北海道胆振地震、サイパン台

風支援活動

（以上配付資料で確認下さい）
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そして令和元年は!!

2020東京オリンピック/パラリンピックまであと1

年!! スポーツを通した青少年育成の更なる発展を

目指します。留学生は毎年増えて行きます。最終的

には大磯キャンパスには40人くらいになります。又

教育。医療等の分野に於ける国内外での活動を発展

させて行きます。

皆様のご支援をよろしくお願いします。

以 上


