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4月 4日 献血活動
4月11日 卓話「自宅でできる
震災対策、地域防災の
重要性、上尾市の災害対策」
4月18日 卓話「水道水ができる
まで。水道法改正による
市民への影響」
4月25日 卓話 こんろボンベ、新
型バッテリー、ミネラル水
事業などで業績伸長へ
小林裕一郎会員

2018-2019年度 樋口 雅之 会長

皆さまこんにちは。本年度35回の例会にお越しいただきまして、誠
にありがとうございます。本日は、埼玉県 県民生活部 オリンピック・
パラリンピック課主査 大柳隆志様、米山記念奨学生ＯＢ チョウド
リ・イムルル君、米山記念奨学生 鄭維嘉さん、ようこそ！
さて、この１週間ですが、３月10日(日)ラフレさいたまにて、米山記
念奨学生の修了式が開催されました。当クラブからは、大塚ＰＤＧ、
島村地区米山委員、大塚カウンセラー、そして主役の鄭さんが参加さ
れました。残念ながら私は出張のため参加できなかったのですが、大
塚カウンセラーより、修了生全員のスピーチがありましたが、当クラ
ブの鄭さんが一番立派だったと聞いております。ご参加の皆さま、鄭
さん、大変おつかれさまでした！
そして、３月14日〜15日の２日間、同じくラフレさいたまにて、会
長エレクト研修セミナー（PETS）が開催されております。須田会長エ
レクトが２日間ミッチリと研修を受講され、次年度会長スタートへの
準備を整えるという研修です。こちらには、次年度地区役員の皆さま
も設営側として参加されております。他にも次年度の第１回会長幹事
会や次年度地区補助金セミナーなどのお話しもお聞きしておりますの
で、この時期になりますと、私もちょっと気が楽になってきたなと感
じております。
また、全国ロータリー野球大会事務局よりお知らせがあり、本年度
の甲子園野球大会は、５月末の週末か、６月末の週末になるというこ
とです。試合日程が決まりましたら、ご報告させていただきます。も
う少し暖かくなってきましたら、野球部の練習を再開して、甲子園の
勝利をめざしましょう。
ガバナー月信３月号の13ページに、昨年１０月４日の上尾ＲＣ中川
ガバナー公式訪問の報告が掲載されております。大きめに掲載されて
おりますので、是非ご覧いただきたいと思います。
本日の例会主題は、埼玉県 オリンピック・パラリンピック課 大柳様
より「埼玉で開催！ ２０２０オリンピック・パラリンピック！」の
テーマで卓話を頂戴いたします。
本日もどうぞよろしくお願いいたします。
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米山記念奨学生OB

告

◇北本ＲＣさんが主催する
「青春メッセージ」が３月
16日（土）に北本市文化セ
ンターで開催されます。
◇４月３日開催の第５Ｇゴ
ルフコンペでは、山口ガバ
ナー補佐から３組の依頼があり、
３組12名のご参加の
お申し込みがありました。御礼を申し上げます。
これに伴
い、お一人様5千円の登録料が必要になります。参加さ
れる方はよろしくお願いいたします。

委員長報告

お久しぶりです。私は日
本に来て７年目なのですが
花粉症デビューをしてしま
いました。本当に辛いです。
さて私は転勤となり、
４
月１日から本社の名古屋
勤務になります。来日７年間、ずっと東京近郊にいたの
で少し寂しいです。
皆さんとの距離も遠くなりますが、東京に来る際には
なるべく皆さんと会いたいと思います。
これからもよろし
くお願いいたします。ありがとうございました。

例 会 主 題

県政出前講座 埼玉で開催！
東京2020オリンピック・パラリンピック

社会奉仕委員会 野瀬 将正委員長
４月４日に開催される献
血活動の当番表をお配り
しました。
４グループで担
当していただきます。
よろし
くお願いいたします。

オリンピック・パラリンピック課 主査 大柳隆志様

ロータリー財団委員会 春日孝文副委員長
本日、大塚信郎会員から財団および米山記念奨学会
へご寄付をいただきました。ありがとうございました。

ビ ジター ゲ ストあいさつ
米山記念奨学生

チョウドリ・イムルル様

鄭 維嘉（てい ゆいか）さん

３月10日に米山記念奨
学会の修了式があり、無事
に卒業しました。その日は
カウンセラーの大塚崇行さ
んのお誕生日だったので、
実はケーキを予約していた
んですね。米山記念奨学生だけの二次会の間にケーキ
を受け取りに行き、三次会の会場でサプライズでケーキ
を渡すことができました。
形として奨学生は終わりますが、今日のイムルルさん
のように時間がある時には例会に参加して、皆さんとの
関係は終わらせたくないなと思いました。以上です。あり
がとうございました。

皆さん、
こんにちは。本日
は埼玉で開催されるオリン
ピック・パラリンピックに興
味をもってくれるようご紹
介いたします。オリンピック
は2020年7月24日〜8月9
日に開催され、33競技、339種目、競技上限11,090名
が参加します。
またパラリンピックは8月25日〜9月6日
に開催され、22競技、540種目、選手上限4,400名が参
加します。
埼玉県内では５つの競技が４つの会場で開催されま
す。ゴルフ
（オリンピック）＝霞ヶ関カンツリー倶楽部／
川越市・狭山市。サッカー（オリンピック）＝埼玉スタジ
アム２〇２〇／さいたま市、バスケットボール（オリンピ
ック）＝さいたまスーパーアリーナ／さいたま市、射撃（オ
リンピック・パラリンピック）＝陸上自衛隊朝霞訓練場／
朝霞市・和光市・新座市です。
観戦チケットは東京オリンピック・パラリンピック競技
大会組織委員会が、公式チケット販売サイトとチケット
販売所（2020年開設予定）で販売します。購入にはまず
「TOKYO2020ID」の登録が必要になります。開閉会
式のチケット価格帯は1万千円〜30万円だそうです。
さて埼玉県では平成27年11月に「2020オリンピック
パラリンピック／ラグビーワールドカップ2019埼玉県
推進委員会」を設立し、平成28年5月に官民一体で取り
組むべき基本的な事項と方向性をまとめた「埼玉県推
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進基本計画」を策定。基本理念＝オール埼玉による取組、
スポーツを通じたレガシーの創出。ビジョンとしてSAITAMA
PRIDE〜スポーツ王国の底力を発揮し、埼玉を新たな
ステージへ〜と定めています。
気運醸成の取組としては、大会２年前などの節目を捉
えてシンボリックなイベントを開催しています。今年も１
年前になるのでイベントを開催したいと思います。シン
ボルイベント以外にも、小中学生向け競技大会イベント
を実施しています。上尾市でも昨年10月23・24日に南
中学校で「オリンピック教室」が開催されています。
また
埼玉県の広報の関係になりますが、テレビ埼玉、特設ウ
ェブサイト、埼玉県公式スマホアプリ、Facebookなど各
種媒体で告知をしています。オリンピックの聖火リレー
は2020年3月26日に福島からスタートして、埼玉では7
月7日〜9日に走り、東京都へ引き継ぎます。
おもてなしの取組として、運営に欠かせないのはボラ
ンティアになります。埼玉県では都市ボランティアを自治
体が募集し、募集人数5400人に対して１万人近い応募
があり締め切らせていただきました。大会ボランティアは
競技会場や観光スポットまでの道案内、大会期間に行う
イベントの運営サポート、パンフレットの配布や埼玉県
内の魅力をPR、障がいのある方へスムーズな移動サポ
ートなどを行います。それ以外のおもてなしでは、環境美
化活動、埼玉県版ホームステイなどを取り組んでいます。
埼玉県では、事前トレーニングキャンプ地の誘致や、
ホストタウン制度に取り組んでいます。各国大使やオリ
ンピック委員会へアプローチを行い、2019年2月までに
26か国の関係者が県内を視察しています。誘致活動の
結果、事前トレーニングキャンプの決定が10か国、ホス
トタウン登録が11か国14自治体となっています。上尾市
・伊奈町はオーストラリアの事前キャンプ地＆ホストタウ
ンに登録されています。
東京2020大会終了後にも続く
「レガシー」になるよう
にということで、ホストタウンでの取組は、所沢でのイタ
リア競歩チーム、加須市でのコロンビアウェイトリフティ
ングチーム、寄居城北高校生徒によるブータン初の陸上
大会支援などが行われています。上尾市・伊奈町ではオ
ーストラリア柔道ナショナルチーム強化合宿が2019年
1月13日〜26日に実施され、1月25日には交通事故現
場に居合わせたチームメンバーが救命措置を行い、上
尾警察署から感謝状を贈呈されたりもしました。
本日は卓話の機会をいただきありがとうございます。
大会を成功に導くために皆様のご協力が必要になりま
すので、今後ともよろしくお願いいたします。
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大柳様、卓話を披露していただき、
ありがとうございました！

３／16はクラブ創立記念日。56周年おめでとうございます！
樋口会長／宇多村幹事／斎藤修弘副幹事／武重会員／
大塚信郎会員／小林邦彦会員／井上会員／村岡会員／
尾花会員／大木保司会員／細野会員／久保田会員／
野瀬会員／長沼会員／春日会員／坂会員／丹井会員／

出席率
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欠席 欠席数
前々回確定
修正（％）

38
19

出席数
19
（％） 50.00

100.00

欠席数 0
（Ｍ・Ｕ） 0
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米山記念奨学生修了式が
行われました 於：ラフレさいたま
鄭さん、米山記念奨学生の修了、おめでとうござ
います！ 社会人になって、
ご活躍されることを心
からお祈り申し上げます！いつでも遊びに来てく
ださいね！
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例会日 毎週木曜日 12：30〜13：30
事務所 〒362-0035 埼玉県上尾市仲町1-8-31 新和エクセルビル303
例会場 東武バンケットホール４F（ポリアス）
ＴＥＬ 048-775-7788 ／ FAX 048-776-9799
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