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：ロータリー活動を楽しもう
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BE THE INSPIRATION

１．真実かどうか ２．
みんなに公平か ３．好意と友情を深めるか ４．
みんなのためになるかどうか
会長 : 杉山 昌行

副会長 : 鳥山 優子

2019 年 3 月 28 日

幹事：木村 義広

第 3199 回

会報委員長：青山 紀美代

週報第 3199 号

3 月 28 日

会員数 59 名

対象者 57 名 出席者 39(38) 名

出席率 67.24 %

前々回

3月 7 日

会員数 59 名

対象者 57 名 出席者 43(42) 名

出席率 74.13 %

本日の卓話者ご紹介
横浜ビー・コルセアーズ
ビジネスオペレーション部
チーフオフィサー 髙橋 進様

卓話

MUP

毎週木曜日 12:15〜13:30
グランドホテル神奈中 2F
平塚市松風町 2-10 平塚商工会議所内
0463-23-5955（事務局）
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名

修正率

日
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会 場
事務局
連絡先

81.03 %

ことがチームにとっての価値に繋がるからです。
より多くの方々に応援いただくためにはビーコルを知って
いただかないといけない。派手な広告展開が難しいビーコ
ルはこれまで積極的に地域活動（地域のお祭り参加、チャ
リティー活動、バスケットボールスクールなど）を行い、そ
の数は年間 140 回ほどになります。地道な活動に加えて、
また新リーグの浸透、日本代表チームの活躍もあり、会場
まで足を運んでくださる方が年々増えています。
（昨シーズ
ン 2017-18 の来場者数はリーグで第 5 位）またアカデミー
事業はリーグ内でもトップレベル（在籍 938 名）で神奈川
県内にビーコルの指導を受けたバスケットボールプレイヤー
が多数おります。
最近ではクリニックやイベントを行って欲しいといった声
が増えてきました。地域の方々と深く関わり、ビーコルを
応援いただく。そして自分たちの地元にビーコルが関わっ
ていることを誇りに思っていただける。このようなサイクル
がようやく回り始めたと感じています。
大海賊に向けての長い航路はまだまだ続きます。引き
続きビーコルへのご声援をいただければ幸いです。

「横浜ビー・コルセアーズの軌跡
〜地域社会におけるプロチームの存在意義〜」
横浜ビー・コルセアーズ
ビジネスオペレーション部 チーフオフィサー 髙橋 進
バスケットボール オペレーション部 斎藤義家

横浜ビー・コルセアーズはプロバスケットボールリーグ
B.LEAGUE のトップカテゴリー B1 に所属するチームです。
横浜市をホームタウンとしておりますが、トッケイセキュリ
ティ平塚総合体育館でもホームゲームを開催しております。
今回のように横浜市を出て平塚の地でこのような活動をさ
せていただけることは、大きな母体を持たないビーコル
にとってとてもありがたい機会となります。まことにありが
とうございます。
B.LEAGUE は地域系の”ｂｊリーグ” そして企業系のＮＢＬ
が統合し 2015-16 シーズンからスタートし今年で 3 年目を
迎えます。（ビーコルはｂｊリーグに所属していました）
B.LEAGUE は B1・B2 のプロリーグおよび B3 の地域リーグ
からなり、B1・B2 でそれぞれ 18 チーム、B3 では 9 チーム
の全 45 チームが全国各地にあります。
J リーグのように昇格・降格の制度があり、B1 でプレー
するには勝利が必要となります。
（恥ずかしながらビーコル
は毎シーズン降格が懸かった残留プレーオフに出場してお
ります）特に旧 NBL チームの多くには大企業が母体にあり、
安定したチーム作りをしています。そのようなチームにも
勝利を収めていくにはスポンサー獲得の活動とともに地域
活動が重要となります。多くの方々に応援をしていただく

卓話者ご紹介
横浜ビー・コルセアーズ

セールス部

部長

髙橋進（たかはし すすむ）様

1962 年 6 月 2 日生
1981 年 神奈川県立秦野高等学校卒
1986 年 明治学院大学 経済学部卒
同年 株式会社大手広告通信社入社
2011 年 取締役営業本部長
2015 年 取締役ビーコル事業本部本部長
現在
株式会社横浜ビー・コルセアーズ セールス部
部長を兼任

平塚ロータリークラブ 週報 3199 号
変更となりました。
23日は例会場での例会はございません。
また、9日は当会場の工事のため、会場を変更して、通常
例会を開催いたします。会場はホテルサンライフガーデ
ンです。

チーム名

◎2019〜2020年度 第2780地区 地区委員会委員が次の方
にお願いすることとなりましたので、お知らせいたします。
地区危機管理委員会

委員

常盤卓嗣

地区クラブ管理運営委員会

委員

杉山昌行

地区米山奨学・米山学友委員会

委員長

地区公共イメージ委員会

エンブレム

マスコット
©YOKOHAMA B-CORSAIRS

委員

インターアクト委員会

委員

地区米山奨学・米山学友委員会

委員

地区米山奨学・米山学友委員会

委員

常盤卓嗣
小林誠

青山紀美代
三荒弘道
山口紀之

委員会報告
・社会奉仕委員会 江藤委員長
4月27日開催の緑化まつりでの
「巣箱づくり教室」
の出欠票
を回覧いたしますので、
皆様のご協力をお願いいたします。
・マイロータリー推進委員会 三荒弘道会員
当クラブの登録率が低いため、今一度スマホ、PCからの
マイロータリー登録にご協力下さい。
・清水裕 会長エレクト
次年度の各大委員会の顔合わせをお願い致します。出来
ましたら4/16(火)、17(水)、19(金)あたりで、宜しくお願い申
し上げます。
左から杉山会長、横浜ビー・コルセアーズの
髙橋進様、斎藤義家様

メークアップ（MUP)
飯塚和夫、小林

4名

誠、常盤卓嗣、米山俊二会員

本日のスマイル

14名

ゲスト

2名

横浜ビー・コルセアーズセールス部 部長 髙橋進様
プロモーション部 斎藤義家様
1名

ビジター
藤沢東ロータリークラブ

吉田新一様

卓話・行事予定
誕生祝いを受けられる秋山会員

4月18日(木)
4月25日(木)

幹事報告
◎5月の例会日程の変更をお知らせいたします。
活動計画書では5月2日休会、9日は「春の家族例会」
とな
っておりますが、
「春の家族例会」は9日から23日（木）へ
クラブ会報委員会

4月04日(木)
4月11日(木)

◎ 青山 紀美代

卓話：平塚警察署 署長 髙橋義男様
卓話：OPBF東洋太平洋女子アトム級王者
松田恵里様
入会記念卓話： 武澤武彦会員
卓話：
（株）JTB 取締役
訪日インバウンドビジネス
推進部長 坪井康博様
現在ございません

市内例会変更
○ 鈴木 忠治

清水 雅広

馬上 晋

