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会長挨拶 池田達哉会長
　皆様、今日は。朝晩めっきりと寒さを感じるように
なりました。まずお客様をご紹介致します。福島ス
ポーツエンターテインメント㈱代表取締役社長宮

田英治様です。プロバスケットボールチーム「福島ファイヤーボン
ズ」の運営をされています。当クラブにもチームのスポンサーとし
て、佐藤修朗さんや高橋孝行さんの会社を始め、いくつかの会社
が応援をされているようです。私もなかなか試合を見に行く機会が
なかったので、今日のお話を楽しみにしておりました。後ほど、卓話
を頂戴します。宜しくお願い致します。
　続きまして、新会員のご紹介です。佐久間歯科医院理事長佐
久間盛徳さんです。
　さて、今日は私から、次回の例会のご案内をさせて頂きます。来
週19日の例会は「ガバナー公式訪問」例会です。ご存知の通り、
今年度国際ロータリー第2530地区のガバナー、石黒秀司ガバナ
ーは7月8日から始まった県内64クラブへのガバナー公式訪問が、
ホームクラブである当クラブの訪問をもって最終の公式訪問となり
ます。毎週2～3クラブを訪問し、RIのメッセンジャーとして、各クラブ
の活性化やクラブの在り方について精力的にお話をされてきまし
た。最後の訪問クラブとして、自分のクラブに帰ってきて公式訪問
を終えるわけですから、その達成感や感慨もひとしおだろうと思っ
ております。当日のスケジュールとしましては、午後3時半より会長幹
事会、4時半より当クラブの各委員長にご参加を頂き「クラブ協議
会」を開催します。その後、午後6時より例会となりますが、例会で
は、最後の公式訪問としてガバナーより卓話を頂きます。例会後の
懇親会では、会員皆さんで石黒ガバナー始め公式訪問に関わっ
た、当クラブから地区へ出向して頂いている地区幹事・副幹事の
皆様に対しての「お疲れ様会」としたいと思っておりますので、是
非多数のご出席をお願い申し上げます。

　朝晩はめっきり寒さを感じるようになりました。気温の低下に伴
い、密になりがちな屋内で過ごす時間も増えてきています。
　最近は家庭内感染も増えていると聞きます。積極的に消毒を
行い、マスクを着用するなど、一人一人が気を緩めず、感染防止
を徹底していきましょう。油断は禁物です。（幕田宙晃）

クラブ会報委員会から一言

総員／100名　出席／55名　欠席／45名
出席率／55％　前回修正率／62.5％
他クラブ出席／7名

安藤紀彦委員長出席報告

◎本日のご出席ありがとうございます。宮田社
長の卓話、楽しみにしてます。佐久間君を歓

迎します。 池田達哉君、佐藤政弘君
◎本日は宮田社長様にはお忙しい中お越し頂き、誠にありがと
うございます。卓話を楽しみにしております。 伊野泰司君
◎結婚祝いのお花を頂き、ありがとうございました。宮田社長
の卓話、楽しみにしております。 平栗俊昭君、大木勝浩君
◎宮田社長、卓話楽しみにしています。ファイヤーボンズ現在7
勝、ガンバレ! 石井祐一君、渡辺邦浩君、高橋孝行君
◎宮田社長さんのお話しに!21日の第2530地区、地区大会を
宜しくお願い致します。 菅野秀士君
◎宮田さんの卓話を楽しみにしてます。佐久間君の入会をお
祝いして。 福島佳之君
◎新入会員佐久間先生を歓迎して。
 今泉正規君、湯浅大郎君
◎夜遊びしにくい日々がしばらく続きそうです。皆様、こうなった
ら財団に寄附しましょう!財団委員会より。 平松敏郎君
◎明日からビックツリーページェントが駅前で始まります。35万
個のLEDの内、いくつかは郡山RCのものですので、是非ご
覧下さい。 橋本謙一君

ニコニコＢＯＸ委員会報告
橋本謙一委員長

福島スポーツエンターテインメント㈱
代表取締役社長 宮田英治氏
　私どもの福島ファイヤーボン
ズの設立は2014年になります。

2013年5月に会社を設立いたしました。2013年にはプロスポーツ
というのが福島県内に無かった時代です。私達が立ち上げで考
えて来たのが、3.11の後どういう風に福島を元気にできるかと。私
は元々FSGカレッジリーグの教員を17年間やっており、そのFSGカ
レッジリーグというのが新潟のNSGグループで、池田弘というアル
ビレックスを創った人間がやっている専門学校グループです。
2012年12月に文科省から子ども達の肥満率が全国№1になった
というニュースが当時流れました。その時に将来を担う子ども達の
為に最初考えたところ最初に創ったのが福島スポーツアカデミー
というバスケッボールスクールを立ち上げて、これから復興を進め
ていく福島県の県民の方 と々一緒に歩んでいくのに、福島ファイ
ヤーボンズというスポーツのプロチームを立ち上げてきたというの
が経緯です。
　実際にプロのバスケットですが、前回10月に行った試合です
が、郡山総合体育館に、本来であれば3,400席作ってお客さんを
迎え入れるんですが、昨今コロナの関係上、スポーツ競技に関し
ては50％制限です。チケットの売れるところですと1,700席分、あと
は会場入口でサーモグラフィを使って37.5度以上は会場内に入
れない、手指消毒というところで基本的には感染対策をして開催
をしています。お客さんに関しても、プロ野球・サッカーと同じように
声を出しての応援は今シーズンはしないようにとしてます。プロバ
スケットボールチームなんですが、エンターテインメント性というのを
行って、実際には会場中ずっと音楽が鳴ってます。そういう形で
MC・DJという方々がいます。MCはずっと喋りっぱなしです。ホー
ム感を出すような形ですね。私どもはパープルの色をチームカラー
として行ってます。ホームゲームですとパープル色を着ているのが
福島ファイヤーボンズです。試合は約2時間になります。シーズン
が10月から4月末、冬のスポーツになります。ただ体育館内の気温
は大体24度ぐらいになるので、基本的には半袖で試合を観て頂く

ゲスト卓話

という形です。必ず外国人枠がありますので、2ｍ10㎝ぐらいの選
手が目の前を走っているというのと、野球やサッカーと違うのはお
客さんとコートの距離感が全然違います。こういうのを年間ホーム
30試合、アウェー30試合、全部で60試合行っています。
　今年の3月31日に東京のコンサルティング会社「識学」がオー
ナーになり、経営の安定化を図っていくという形になりました。因み
にJリーグですと、J1・J2・J3合わせて56クラブが全国にあります。B
リーグですが、実はバスケットって競技人口世界一なんです。約
4.6億人います。日本は第2位の63万人。観客動員数・売上・リーグ
の収益も右肩上がりで進んでいます。ただB1とB2というのは凄く
差が出ています。B1の平均観客人数が3,096人に対しB2は
1,532人です。売上がB1は平均で9.24億、一番稼いでいるのは
千葉ジェッツで約16億です。B2だと3.02億です。当然B1とB2の
入れ替え戦はあります。来シーズンはB2から2チームがB1に上が
れる権利があります。勝率も含めてライセンスと言われる地元のご
協力、売上等の審査はありますが、そういうことをしっかりやってい
く形です。
　来週21・22日が郡山総合体育館。12月には郡山総合体育館
で5試合させて頂きます。この連戦時にB1ですと約200～300人
がアウェーのクラブのファンの方が郡山に来る。大体が基本的に
泊まって行きます。そうするとホテル・駅前でお金が落ちていく。や
はりそういうところも含めて社会的価値・経済的価値を行っていけ
ればなと思っております。スポンサーに関しましてもまだまだ募集中
です。私達の最終目的は福島県または郡山市の情報発信をして
いく、それがプロクラブの一つの使命だと思っておりますので、是
非皆さんのご支援を頂きながら、5年10年後クラブとしてこの郡山
で戦って行けるようなクラブを作りたいと思いますので、宜しくお願
い致します。

〒963‒8878  郡山市堤下町11‒6

三井住友海上火災保険㈱
福島支店長 大　島　勝　利

☎ 932‒0459　　932‒1764
〒963‒8811  郡山市方八町 2‒8‒10
代表取締役 佐　藤　政　弘

☎ 944‒3388　　944‒3389

株式会社 佐藤工業 　長年に渡り父が大変お世話になり、誠にあり
がとうございます。また今回、伝統と格式のある

郡山RCに入会を認めて頂き、ありがとうございます。出来る範
囲内で誠心誠意頑張って行きたいと思いますので、どうぞ宜
しくお願い致します。

所　属　親睦活動委員会　　　  　 
推薦人　神山英司君、鈴木禎夫君

新入会員挨拶
佐久間歯科医院理事長　佐久間盛徳君

　佐久間盛徳さんをご紹介致します。西郷隆
盛の盛という字に人徳の徳と書いて、ミツノリさ
んとお呼び致します。昭和40年7月28日のお生

まれです。日本大学松戸歯学部をご卒業され、佐久間歯科医
院に入られて理事長になっておられます。

新会員紹介 鈴木禎夫君

　神山パスト会長の代より、今でも交流させて
頂いております東京立川RCが60周年を迎え
ました。60周年記念誌が届いておりますので

ご報告申し上げます。来週のガバナー公式訪問ですが、当日
は上着・ネクタイ着用の上、ロータリーバッチを着けてご出席下
さいますよう宜しくお願いします。

幹事報告 佐藤政弘幹事

　本日のゲスト卓話は、地域密着型クラブとして
「福島県を元気に」を旗印に、現在シーズン真っ

ただ中のＢ2リーグの、福島県の代表としての誇りを持ち戦う福島
ファイヤーボンズを運営する、福島スポーツエンターテインメント㈱
の宮田社長よりホットなお話をして頂きます。特に今年からは会社
の環境が新たに生まれ変わり、チーム内も明るく元気になったので
はないかと思いますので、その経緯などもお聞きできると思います。

プログラム紹介
平栗俊昭副委員長

　「ロータリーの友」11月号を紹介いたします。
横組 　3頁　RI会長メッセージ
 18頁　どうなった例会

 44頁　初の女性RI会長ノミニー
　　　　　　　　　　　　　ジェニファー・E・ジョーンズ氏
　　　　　　  縦組 　4頁　世界で活躍する人材
　　　　　　　　　　　　　ロータリーの平和センター

雑誌委員会報告 宮川雄次委員長

　明後日の土曜日、矢吹ゴルフクラブで第3回
親睦ゴルフコンペを開催致します。12月のクリ

スマス家族会ですが、既にご案内の文書を発送させて頂きま
した。皆さんのご参加をお待ちしております。

親睦活動委員会報告
矢部浩樹委員長

「郡山市のまちづくり～SDGs体感未来都市～」
郡山市政策開発部政策開発課
政策推進係長兼連携中枢都市圏推進係長
　　　　　　　　高橋勇介氏

次 回 第20回例会
令和2年11月26日㈭

ゲスト卓話
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は会場入口でサーモグラフィを使って37.5度以上は会場内に入
れない、手指消毒というところで基本的には感染対策をして開催
をしています。お客さんに関しても、プロ野球・サッカーと同じように
声を出しての応援は今シーズンはしないようにとしてます。プロバ
スケットボールチームなんですが、エンターテインメント性というのを
行って、実際には会場中ずっと音楽が鳴ってます。そういう形で
MC・DJという方々がいます。MCはずっと喋りっぱなしです。ホー
ム感を出すような形ですね。私どもはパープルの色をチームカラー
として行ってます。ホームゲームですとパープル色を着ているのが
福島ファイヤーボンズです。試合は約2時間になります。シーズン
が10月から4月末、冬のスポーツになります。ただ体育館内の気温
は大体24度ぐらいになるので、基本的には半袖で試合を観て頂く
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という形です。必ず外国人枠がありますので、2ｍ10㎝ぐらいの選
手が目の前を走っているというのと、野球やサッカーと違うのはお
客さんとコートの距離感が全然違います。こういうのを年間ホーム
30試合、アウェー30試合、全部で60試合行っています。
　今年の3月31日に東京のコンサルティング会社「識学」がオー
ナーになり、経営の安定化を図っていくという形になりました。因み
にJリーグですと、J1・J2・J3合わせて56クラブが全国にあります。B
リーグですが、実はバスケットって競技人口世界一なんです。約
4.6億人います。日本は第2位の63万人。観客動員数・売上・リーグ
の収益も右肩上がりで進んでいます。ただB1とB2というのは凄く
差が出ています。B1の平均観客人数が3,096人に対しB2は
1,532人です。売上がB1は平均で9.24億、一番稼いでいるのは
千葉ジェッツで約16億です。B2だと3.02億です。当然B1とB2の
入れ替え戦はあります。来シーズンはB2から2チームがB1に上が
れる権利があります。勝率も含めてライセンスと言われる地元のご
協力、売上等の審査はありますが、そういうことをしっかりやってい
く形です。
　来週21・22日が郡山総合体育館。12月には郡山総合体育館
で5試合させて頂きます。この連戦時にB1ですと約200～300人
がアウェーのクラブのファンの方が郡山に来る。大体が基本的に
泊まって行きます。そうするとホテル・駅前でお金が落ちていく。や
はりそういうところも含めて社会的価値・経済的価値を行っていけ
ればなと思っております。スポンサーに関しましてもまだまだ募集中
です。私達の最終目的は福島県または郡山市の情報発信をして
いく、それがプロクラブの一つの使命だと思っておりますので、是
非皆さんのご支援を頂きながら、5年10年後クラブとしてこの郡山
で戦って行けるようなクラブを作りたいと思いますので、宜しくお願
い致します。

〒963‒8878  郡山市堤下町11‒6

三井住友海上火災保険㈱
福島支店長 大　島　勝　利

☎ 932‒0459　　932‒1764
〒963‒8811  郡山市方八町 2‒8‒10
代表取締役 佐　藤　政　弘

☎ 944‒3388　　944‒3389

株式会社 佐藤工業 　長年に渡り父が大変お世話になり、誠にあり
がとうございます。また今回、伝統と格式のある

郡山RCに入会を認めて頂き、ありがとうございます。出来る範
囲内で誠心誠意頑張って行きたいと思いますので、どうぞ宜
しくお願い致します。

所　属　親睦活動委員会　　　  　 
推薦人　神山英司君、鈴木禎夫君

新入会員挨拶
佐久間歯科医院理事長　佐久間盛徳君

　佐久間盛徳さんをご紹介致します。西郷隆
盛の盛という字に人徳の徳と書いて、ミツノリさ
んとお呼び致します。昭和40年7月28日のお生

まれです。日本大学松戸歯学部をご卒業され、佐久間歯科医
院に入られて理事長になっておられます。

新会員紹介 鈴木禎夫君

　神山パスト会長の代より、今でも交流させて
頂いております東京立川RCが60周年を迎え
ました。60周年記念誌が届いておりますので

ご報告申し上げます。来週のガバナー公式訪問ですが、当日
は上着・ネクタイ着用の上、ロータリーバッチを着けてご出席下
さいますよう宜しくお願いします。

幹事報告 佐藤政弘幹事

　本日のゲスト卓話は、地域密着型クラブとして
「福島県を元気に」を旗印に、現在シーズン真っ

ただ中のＢ2リーグの、福島県の代表としての誇りを持ち戦う福島
ファイヤーボンズを運営する、福島スポーツエンターテインメント㈱
の宮田社長よりホットなお話をして頂きます。特に今年からは会社
の環境が新たに生まれ変わり、チーム内も明るく元気になったので
はないかと思いますので、その経緯などもお聞きできると思います。

プログラム紹介
平栗俊昭副委員長

　「ロータリーの友」11月号を紹介いたします。
横組 　3頁　RI会長メッセージ
 18頁　どうなった例会

 44頁　初の女性RI会長ノミニー
　　　　　　　　　　　　　ジェニファー・E・ジョーンズ氏
　　　　　　  縦組 　4頁　世界で活躍する人材
　　　　　　　　　　　　　ロータリーの平和センター

雑誌委員会報告 宮川雄次委員長

　明後日の土曜日、矢吹ゴルフクラブで第3回
親睦ゴルフコンペを開催致します。12月のクリ

スマス家族会ですが、既にご案内の文書を発送させて頂きま
した。皆さんのご参加をお待ちしております。

親睦活動委員会報告
矢部浩樹委員長

「郡山市のまちづくり～SDGs体感未来都市～」
郡山市政策開発部政策開発課
政策推進係長兼連携中枢都市圏推進係長
　　　　　　　　高橋勇介氏

次 回 第20回例会
令和2年11月26日㈭
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