
                         

国際ロータリー第 2530 地区 
2018～19 年度 

 

第 36 回 通算 530 回 

2019 年 4月 2 日（火）12:30～13:30  

 

「 オリンピックについて 」 

  会員卓話 長澤初男会員 

 

「会長の時間」   

会長 大谷 和年    

 

 

 

本日から、例会日が火曜日になりました。

皆さんには何かと日程の変更等あるかと思い

ますが、ロータリー活動にご協力いただき、

例会に出席いただけるようお願いします。 

昨日のニュースは、新元号の発表一色でし

た。日本中新元号が 5 月 1 日から施行される

とのことで、元号変更に忙しくなります。ロ

ータリーのスケジュールは西暦で表示されて

いますので、あまり影響は受けませんが、皆

さんの会社ではどうでしょうか、カレンダー

を見てみると、西暦表示になっております。

前から改元されることが分かっていたので、

平成の時よりは準備が出来ていたのかなと思

います。平成の時は昭和天皇が亡くなられて

からでしたので、厳粛な感じでしたが、今回

はお祭りに近いにぎやかな感じがします。よ

り良い新しい時代の到来を期待しているよう

な感じです。令和の時代良い年を期待しまし

ょう。 

 

 

私の会長年度もあと 3 カ月になりましたが、

ここからかなり行事が詰まっております。皆

様の積極的な協力を頂きたいと思います。 

来週 9 日の火曜日にインターアクトクラブ

の危機管理講習会を企画しております。講師

に福島２１ロータリークラブの渡辺浩子さん

がいらっしゃいます。 

インターアクトクラブ会員は高校生ですの

で、我々と接するにはいろいろ注意しなけれ

ばならないことがあります。会員には必ず出

席して講習を受けてください。 

青少年と接する際の行動規範に関する声明 

「国際ロータリーは、ロータリーの活動に

参加するすべての青少年のために、安全な環

境をつくり、維持するために努力しています。

ロータリアン、ロータリアンの配偶者、その

他のボランティアは、最善を尽くして、接す

 

495th  Program  

司会 SAA 青木謙二 会員            

大谷和年 会長 

開会点鐘／国歌斉唱「君が

代」／ロータリーソング「我

等の生業」／「四つのテス

ト」唱和／お客様並びに来訪

ロータリアン紹介／昼食／ゲ

スト卓話／会長の時間／幹事

報告／各委員会報告／出席報

告／スマイルＢＯＸ報告／閉

会点鐘 
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る児童や青少年の安全を守り、肉体的、性的、

精神的虐待から彼らを保護しなければなりま

せん」 

4 月 15 日（月）16：00 には RI への認定状

申請、理事者のメンバーを中心に立ち会いま

す。インターアクトクラブ活動開始となりま

す。6 月１１（火）16：00 認定状伝達式約

1 時間、全会員参加の下執り行います。必ず

出席できるようスケジュール調整願います。 

また、その間、観桜会、地区協議会、あり

ます。多くの参加をお願いします。 

 

「 オリンピックについて 」             長澤初男 会員 

オリンピックまで 478 日になりました。500

日をきってから、毎日がすぎるのがとても早

く感じられます。そんな時に、竹田 JOC 会長

が退任表明されました。我々としては、考え

られない状況です。3 年でオリンピックを迎

える時に賄賂の話がでてくるというのは、お

かしいじゃないかと言われています。しかし

ながら、火種がでたという事で責任を感じ退

任を表明されました。後任には、全日本柔道

連盟会長の山下康弘氏が挙がっています。指

導力もあり、すばらしい方がと聞いています。

先日、森オリンピック会長と東京でお会いし

てきました。ちょうど、竹田さんの退任表明

の寸前だったので、非常にナーバスになって

いましたが、福島のオリンピック開催に対し

ては、復興に進んでいただきたいという大き

な期待をひしひしと感じました。 

福島あづま球場の改修工事が身障者用のエレ

ベータの工事をのぞいては、9 月いっぱいで

終わります。10 月 5 日（土）、6 日（日）に

こけら落としとしてオリンピックのテストイ

ベントとして日本ソフトボールリーグの 4 試

合が開催されます。テストイベントとは、オ

リンピック・パラリンピックの本大会の成功

に向けて、競技運営及び大会運営の能力を高

めることを目的として実施するものです。テ

ストイベントは、各競技団体、東京 2020 組

織委員会などが主催で実施します。５日、６

日のソフ

トボール

大会の運

営全般を

福島県ソ

フトボー

ル協会で

ひきうけ

ることに

なります。

これから、県、地元のふくしま市、スポーツ

協会と４つの組織で色々詰めていかなくては

いけない大変な状況が待っています。そんな

中、東北総合体育大会のソフトボール大会が、

相馬市で開催されることになりました。当初、

福島市の予定でしたが出来なくなり、急遽、

相馬市で引き受ける事になりました。その後

にも宮城県で大会があります。毎月ちょっと

大変だなぁと思っていますが、スタッフ一同

頑張ってよい大会にしていきたいと進めてい

ます。 

オリンピックにチケットの購入の仕方は、東

京 2020 大会公式チケット販売サイトで、

TOKYO 2020 ID の登録が必要となります。そ

こから申込、抽選になります。 

2 つ日間の 4 試合の始球式では、小学生、中

学生、福島県知事、ソフトボール女子１６歳

以下のカナダカップに日本代表として出場し

た湯田結那（ゆな）選手にお願いしたいと思

っています。 彼女は現在、帝京安積高校に

通っています。彼女は南会津町出身で、田島

中を卒業しています。 

日本のソフトボールの現状は、トップクラス

ではありますが、アメリカには敵わなく世界
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選手権大会でも負けました。東京オリンピッ ク後、次のオリンピックの開催都市枠の追加

種目の候補からソフトボールが外れたことを

受け中高生がオリンピックを目指してがんば

っている夢がなくなってしまうのを非常に懸

念しています。ただ、夢をあきらめては、夢

はつかめませんので、ソフトボール普及振興

への取り組みや魅力の発信を、引き続き進め

ていきたいと思います。女子だけではなく、

男子も結構頑張っています。世界大会で、優

勝することができました。そういった意味で

は男子にもご注目いただきたいと思っており

ます。男女共に出場して欲しいなと思ってい

ます。  

ロータリーの皆様には、ご迷惑をおけします

が、今後 2 年間でよい状態にしていきたいと

おもっていますのでご協力お願いします。

「Lunch time  １分間スピーチ」                川崎博祐会員 

今回、会社の隣に陶板浴の浴場を作る計画をしています。瓦と同じ焼き物で特殊な材料を練りこんで

います。表面温度を 50 度に温め、そこにバスタオルをひきパジ

ャマを着て寝ます。背骨を温めることによって免疫力を高めるこ

とが目的です。福島県では、保原町で１件あり、茨木、東京、千

葉など全国各地であります。病気がよくなったという実例もあり

ます。人間の体は基礎体温を上げることによって、自分の力で免

疫力を高める。そうすると病気を治す力がでてきます。そういう

のをやりたいなぁと考えていました。今年の５月に２番目の娘が

帰ってくるので、美容院と浴場を併設してやろうと考えています。

多分、来年年明け暖かくなってから、その時は、皆さん体験しに来てください。現在、自宅に陶板浴を

２床だけ持っています。自宅に居るときは毎日、利用しています。だから、自分は健康なのかなぁと思

っています。健康に留意して、体そのものが、ガンにおかされないように。今、3 人に 1 人がガンにな

るといわれる時代です。ガンは自分の体が基礎体温 35 度以下になるとなりやすくなります。ぜひ、体

温をあげるような努力をしながら生活をするようにして下さい。 

 

福島民報社に掲載されました 

   

 

 

 

 

 

「ポリオ」という病気、ポリオ（急性灰白髄

炎）は非常に感染性の高い病気であり、特に感

染しやすいのは 5 歳未満の子どもです。日本で

は一般に「小児まひ」と呼ばれることもありま

す。ポリオウイルスは人から人へ感染し、最も

多いのは汚染水を通じた感染です。神経系を侵

すこともあり、これによって身体のまひを引き

起こす可能性があります。治療法はありません

が、安全なワクチンで予防が可能です。ロータ

リーとそのパートナー団体は、これまで世界中

25 億人以上の子どもにワクチンを投与する活

動を行ってきました。 
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「幹事報告」    

●第 2530 地区ロータアクトクラブ年次大会のご案内が届いています。 

●ロータリーの友、電子版のご案内が届いています。 

●観桜会に使用するあき缶のご協力お願いします。 

「各委員会報告」   

●社会奉仕委員会佐久間委員長より、本日資源ゴミ回収します。ご協力お願いします。 

 

計    ￥5,000.  累計 ￥227,000.  

計   ￥5,000.  累計 ￥229,000.

計  ￥12,000.   累計 ￥428,106. 

青木謙二 1,000 長澤会員卓話ありがとう御座意ます。 

青田真 1,000 長澤会員がんばって下さい。 

大谷和年 1,000 長澤会員卓話ありがとうございます。オリンピックの成功祈念します。 

岡田義則 1,000 長澤会員卓話ありがとうございます。 

川崎博祐 1,000 長澤会員卓話ありがとうございます。 

佐久間岩男 1,000  

長澤初男 1,000  

野口美佐子 1,000 オリンピックたのしみです。 

野地庄蔵 1,000  

星遵一 1,000  

三浦宏美 1,000 長澤会員卓話ありがとうございます。 

門馬純子 1,000 「オリンピックについて」の卓話楽しみにしております。 
               （円） 

出席報告 ： 会員数２９名   出席数１５名  出席率５２％ 

 

南相馬ロータリークラブ Since.2007      会長：大谷 和年  / 幹事：岡田義則   

例会日 ： 毎水曜日 １２:３０～１３:３０ 

例会場 ： ウエディングパーク 原町フローラ 南相馬市原町区高見町 2 丁目 30-6   

事務局 ： 南相馬市原町区錦町 2 丁目 68-6  

              TEL 0244-23-1268  FAX 0244-26-5935 

HP http://www.minamisoma-rc.org/   E-mail minamisomarc@white.plala.or.jp 

http://www.minamisoma-rc.org/

