
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

皆様、こんにちは。今日は矢部房男会員

のご紹介で、神奈川県庁より、神奈川県ス

ポーツ局オリンピック・パラリンピック課

松井隆明副課長が当例会に卓話者として来

られました。予定しておりましたセーリン

グ課萩原竜太副課長様は残念ながら、イン

フルエンザの為、ご欠席となりました。後

程、矢部房男会員より紹介をお願いします。来年のオリンピッ

クに向けての、神奈川県の取り組み等のお話をよろしくお願い

致します。ビジターは葉山 RC 奥山 I.M 実行委員長が来られて

おります。 

 また、今年 9 月から 11 月まで、ラグビーワールドカップが

日本で行われます。全国 12 都市で 40 試合が開かれ、神奈川

県でも、横浜市港北区の横浜国際総合競技場で 4 試合が予定さ

れています。 

 話は変わりますが、昨年 7 月より会長を仰せつかってから、

早いもので、1 月末で 7 か月が過ぎました。会員の皆様の御協

力で、何とか 7 か月やってまいりました。残り 5 か月、全力で

行きたいと思っております。 

 今月 2 月は、会員増強拡大月間です。現在会員数 47 名です

が、3 名は会員増強をして、会員 50 名で大野年度に引き継ぎ

たいと考えております。皆様の御協力をお願い致します。 

 3 月 2 日、ロフォス湘南にて第２グループの I.M が、ホスト

クラブ葉山 RC、コホストクラブ逗子 RC で開催されます。当

日、各クラブの紹介があります。逗子クラブは「寸劇水戸黄門+α」

と題して、約３０分のパフォーマンスを行います。残り 1ヵ月

で配役や劇の練習等を行い、当日会場で披露したいと思います。

登録は 1 名あたり 8,000 円です。クラブで会員分を支払いま

すので、是非、全員で出席をして、当日盛り上げていきたいと

思います。 

 また、今日は例会終了後、宝子山会員の手術が無事に終了し

ましたので、有志の方でお見舞いに行きたいと思っております。

宜しくお願い致します。 

 それでは、神奈川県庁よりお越しのお二人に、オリンピック・

パラリンピック・セーリングのお話をお願い致します。これで、

会長の時間を終わらせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ～2 月理事会報告～ 
・新年会について事業報告・会計報告     →承認 

・第２Gr .I.M について…寸劇水戸黄門は現在準備中。脚

本、小物、キャストは 2 月 9,10,11 日中に調整。又、葉

山 RC より、バス案内の依頼あり。    →承認 

・会員親睦旅行について…予算の関係上、一泊旅行は会員 

 負担の金額を高くしなければ実行不可。会長案として日 

 帰り旅行の案も有り。          →継続審議 

・その他：桐ケ谷会員より『逗子市広報大使三浦豪太さん南

米大陸最高峰アコンカグア登頂報告会』への協力依頼あ

り。                 →継続審議 

・報告事項：①ソロプチ主催コンサートのパンフレットに逗

子ロータリークラブ（協賛）の名前を掲載。 

 ②出席委員会より、出席率が低いので、出席を促すシステ

ムを今後作ってはいけないか？ 

 ③宝子山会員の手術が終わり、経過も良いとの事。本日会

長・幹事でお見舞いに伺う。 

例会日 

第 1･2･4 木曜日 12:30 

第 3 木曜日  18:30 

第 5 木曜日  18:00 

例会場：「カンティーナ」 

逗子市新宿 1-3-15 

TEL：046-870-6440 

事務所：逗子市桜山 6-3-29 

TEL＆FAX：046-873-0226 
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逗子ロータリークラブ Weekly Report 

会 長◆山本 由夫 

会 長 ｴ ﾚ ｸ ﾄ◆大野 宏一 

副会長◆福嶋 謙之輔 

    鈴木 安之 

幹 事◆清水 惠子 

ＳＡＡ◆矢部 房男 

会計◆岡本 久 

直前会長◆村松 邦彦 

会報委員長◇宝子山 泰久 

幹事報告 

本日の進行（12:30） 

地区職業奉仕 

佐藤忠委員長 

小林和彦副委員長 

「職業奉仕事例」 

―次回のお知らせ― 

2 月 21 日(18:00～22:30) 

100％出席例会 

於：哉吉 

清水幹事 到着物：ロータリーの友 2 月号 

週報：横須賀西 RC、横須賀北 RC 

開催：・3/2（土）15:00～17:00 於：第 1 相澤ビル 3F 

    「2019-20 青少年交換ホストクラブ向け説明会」  

・3/12（火）9:30～19:30 於：藤沢商工会館ミナパーク 

    「PETS」 

例会変更：鎌倉中央 RC 3/4（月）18:00～20:00 

     「京都洛西 RC 公式訪問」於：藤波（江の島） 

その他：3/23（土）13:30～16:30 於：葉山町葉桜会館

古墳を守る会より「第 16 回古代史サロン大論争 

    邪馬台国」会費：1,000 円 

委員会報告岩堀親睦委員長：新年会は沢山の方にご出席頂

き、ありがとうございました。来週 2 月 14 日例

会後に親睦委員会を開催致します。委員会の方

は、是非、お集り頂きたくお願い致します。詳し

くは、メール、FAX にてご案内致します。  

矢部（光）財団・米山奨学委員会理事：財団、米山のご寄付

を是非宜しくお願い致します。寄付表が今月も受

付にて置いてありますので、参考にして下さい。 

村松雑誌委員長：今月も興味深いものが沢山掲載されており

ます。中でも、是非ご一読頂きたいものを抜粋し

て紹介いたします。宜しくお願いします。 

山本会長の時間 



【出席報告】  会員数 47 名（出席免除 3 名）        

出席者２５名 出席率 55.55%            

 

経過について 
神奈川県内における東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の開催競技は、江の島でのセーリング、横浜国際総合

競技場でのサッカー、横浜スタジアムでの野球・ソフトボール及び相模原市、山北町の一部をコースに含む自転車競技ロードレ

ースの４競技となっている。 このうち、セーリングについては、江の島開催に向けた準備を円滑に進めるため、県では、平成

29 年５月 31 日に合意された「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の役割（経費）分担に関する基本的な方向

について」、いわゆる大枠合意に基づき、必要な恒久施設の整備を進めるとともに、既存艇利用者や漁業関係者、公益財団法人

東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会との調整を行っている。 また、今年９月９日から 16 日まで、東京 2020

大会の最初のテストイベントとしてセーリングワールドカップシリーズ江の島大会が開催された。  

その他、セーリングをはじめとした東京 2020 大会の機運醸成、普及啓発に向けた取組み及び事前キャンプの誘致を進めてい

る。 

 
恒久施設の整備 について 
東京 2020 大会・セーリング競技の円滑な運営や大会後もセーリングの発展等に資する恒久施設として、艇整備庫等を備えた

セーリングセンター（仮称）の建築工事とともに、休日を中心とした渋滞の解消を図るため、江の島大橋の三車線化工事等を実

施している。 

 
事前キャンプ誘致の取組み等 について 
神奈川県内では、今年 12 月現在、県及び７市３町６団体が、11 カ国（14 件）と事前キャンプに関する協定等を締結してい

る。 今後も、東京 2020 大会の各国・地域の事前キャンプを県内に誘致するため、オール神奈川での誘致活動を引き続き実施

するとともに、視察等の受入れを行う。神奈川県内では、今年 12 月現在、県及び 7 市３町が、15 カ国の「ホストタウン」と

して登録されている。 

 
聖火リレーについて  
東京 2020 オリンピック聖火リレー実施日数は、全国で 114 日間、本県では３日間となっている（移動日７日を含めると 121

日間）。 県では、東京 2020 オリンピック聖火リレー神奈川県実行委員会を設置し、県内ルート案の選定等について組織委員

会とともに検討を進めていく。                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコＢＯＸ 本日合計  ￥３３,0００   累計 ￥1,２５９,０0０ 
 

財団ニコニコ  臼井          ＄10 

         

米山ニコニコ   船津         1,000 円 

         

 

奥山様（葉山 RC）…I.M 宜しくお願いします！ 

山本（由）君…県庁よりお越しの松井様、オリンピックの話宜し

くお願い致します。 

清水（惠）さん…梅の花もチラホラ、春が待ち遠しい。 

安藤君…早く春が来い。 

船津君…よろしく。 

矢部（光）君…松井隆明様、オリンピック（パラ）の話楽しみです。 

橘（武）君…インフルも峠を過ぎました。薬局より。 

矢部（房）君、山口君…県スポーツ局オリ・パラ課副課長松井隆

明さん卓話お願いします。 

臼井君…船津さん、お久しぶりです。 

村松君…寒暖の差が激しい、体調管理に気をつけて。 

草柳君…オリンピック卓話聞きたい。協力したい。 

松井君、矢島君、大野君、匂坂君、横瀬君、岡本（一）君…

松井様、オリンピック、パラリンピックのお話宜しくお願い

します。 

藤吉君…卓話宜しくお願いします。 

桐田君…会報、匂坂会員宜しくお願いします。 

岡本（久）君…セーリング課様卓話よろしくお願いします。 

山本（三）さん…強風はんぱない。 

大下君…強風です。 

東京 2020 オリンピック・パラリンピックに向けた取り組み 

担当：匂坂 

神奈川県スポーツ局 

オリンピック・パラリンピック課 

副課長 松井隆明氏 

奥山源一朗 I.M 実行委員長 
（葉山 RC） 

3/2（土）ロフォス湘南にて第 2

グループの I.M を開催致します。 

テーマは「クラブを繋ぎロータリ

アンの絆を深めよう」です。葉山

RC だけではできないので、逗子

RC の御協力をどうぞ宜しくお願

い致します。 


