
第1963回例会 2017年2月28日（火）(天候) 晴れ №30 

点鐘 

開会 

ロータリーソング：「手に手つないで」 

ゲスト・スピーカー  

松崎正一郎様（藤沢市企画政策部 東京オリ 

ンピック・パラリンピック開催準備室室長） 

ゲスト紹介   

青木将徳様（藤沢市企画政策部 主幹） 

大縫光宏様（藤沢市体育協会会長） 

会長 吉木由美様、副会長 高橋一夫様、 

幹事 佐々木正樹様、鈴木平勝様、 

佐藤武志様（以上塩釜東ＲＣ） 

バナー交換 なし 

会食・懇談  

-会長報告-  

・昨日ＦＡＸ等で皆さんにお知らせしたように

3/28（火）観桜会や4/19開催の藤東会ゴ

フルコンペがあります。御多忙中のところ、

出席願います。 

・本日は塩釜東ＲＣのみなさんようこそいらっ

しゃいました。楽しんでいって下さい。 

・大縫光宏様、ようこそいらっしゃいませ。 

・本日もよろしくお願いします。 

-表彰＆特別挨拶-  なし 

-幹事報告- 

・2017-2018年度版ロータリー手帳販売の 

 案内が届いております。1冊600円です。 

・2019規定審議会立法案提出のお願いが届い 

ております。立法案がありましたら、ご連絡 

下さい。 

・アトランタ国際大会の案内が届いておりま 

す。御興味ある方はご覧下さい。 

・ステパノ学園から感謝状が届いております。 

 当クラブからの図書券で書籍新聞等を購入し 

 たそうです。 

・狩野会員からの情報で、前回例会の卓話者 

 久郷ポンナレットさんが朝日新聞朝刊に載っ 

 ていた記事を回覧しますのでご覧ください。 

-委員会報告- 

・大東ＲＣとの姉妹クラブ締結＆「菜の花丸」

見学会について・・塩釜東ＲＣ吉木会長 

・出席報告     狩野出席副委員長 

・スマイル報告   村木スマイル委員長 

・観桜会について  小柴奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員長 

-会員＆配偶者誕生日- 

会員誕生日  飯森均 会員

配偶者誕生日 なし 

-卓話- 

「東京オリンピック・パラリンピックについて」 

松崎正一郎様（藤沢市企画政策部東京オリン 

ピック・パラリンピック開催準備室室長） 

点鐘 

閉会 出席報告 

例会月日 総員（名） 出席（名） 欠席（名） 出席率（％）  メークアップ（名） 修正出席率 

２月１４日 ３３（３１） ２０   １１ ６４.５２   ６４.５２ 

２月２８日 ３３（３１） ２６  ７ ８３.８７   
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藤沢東ロータリークラブ 週報
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クリスタルホテル４F「パルティール」

Partir



-スマイル-       

村木スマイル委員長 

【塩釜東ロータリークラブ】 

よろしくお願い致します。 

【石田能治 会長】 

青木様、松崎様、本日の卓話よろしくお願い致し

ます。塩釜東ＲＣの皆様、ようこそ。 

楽しんで下さい。 

【林葉之 幹事】 

松崎様、青木様、お忙しい中、ありがとうござい

ます。東京オリンピック・パラリンピックの話、

楽しみにしています。 

塩釜東ＲＣの皆様、本日はようこそ藤沢東ＲＣへ

いらっしゃいました。ありがとうございます。 

【横田佳代子 会員】 

塩釜東ロータリークラブの皆様ようこそいらっし

ゃいました。いつもあたたかい御心ありがとうご

ざいます。大縫光宏様ご参加ありがとうございま

す。去年の6月の卓話は素晴らしく今でも印象に

残ってます。 

【田中繁 会員】 

塩釜東ロータリーの皆様ようこそいらっしいまし

た。末永くお付き合いよろしくお願いします。 

【山口俊明 会員】 

藤沢市企画政策部 東京オリンピック・パラリンピ

ック開催準備室室長 松崎正一郎様、主幹 青木将

徳様、本日はお忙しい中おいでくださり感謝申し

上げます。卓話よろしくお願いいたします。 

塩釜東ＲＣのみなさまようこそお出下さいまし

た。藤沢市体育協会会長大縫光宏様、出席ありが

とうございます。 

【飯森均 会員】 

誕生日祝い有難うございます。 

【吉田新一 会員】 

塩釜東ＲＣの皆様遠路お越し下さいましてありが

とうございます。藤沢市役所松崎室長様、青木主

幹様、御多忙中ありがとうございます。本日はよ

ろしくお願い致します。 

【梶浦暁 会員】 

塩釜東ロータリークラブのみなさま、ようこそお

いで下さいました。 

大東ＲＣとの姉妹クラブ締結及び「菜の花丸」

見学会について   吉木塩釜東ＲＣ会長

「今回復興支援が御縁で藤沢東ＲＣに次いで

大東ＲＣと姉妹クラブとなることが決まり、4

月22日に行います。大東ＲＣの友好クラブ台

湾のスワンシーＲＣからの寄付で就航した「菜

の花丸」を見学して頂きたいとの案内で参りま

した。」 

会員誕生日  

飯森均会員

ステパノ学園からの感謝状 



卓話「2020東京オリンピック・パラリ

ンピックについて」 

藤沢市企画政策部 東京オリンピック・ 

パラリンピック開催準備室 

挨拶     藤沢市 松崎正一郎 様 

藤沢市企画政策部 東京オリンピック・パラ

リンピック開催準備室室長の松崎でございま

す。本日は藤沢東ＲＣの例会にお招き頂きまし

て誠にありがとうございます。 

まずは50年前の東京オリンピックについて

振り返させて頂いて、途中ヨット・セーリング

競技についてそのルール等をご案内をさせて

頂きます。そして2020年に向けて私共がど

ういう準備をさせて頂いているか、ということ

についてお話をさせて頂きます。 

        ・ 

本日は説明用に2種類の資料をお手許にご

用意させていただいております。１つはこれか

らスクリーンにて説明致します内容と同じで

す。もう一つは「藤沢市ボランティアシンポジ

ウム」の御案内をさせて頂いております。3月

25日（土）にミナパークにて行います。 

        ・ 

説明    藤沢市 青木将徳 様 

 「東京オリンピックとふじさわ 

～2020年大会に向けて～」 

 今藤沢市の方で取り組んでいることですと

か、前回大会を振り返ってお話をさせて頂きま

す。 

 まず、江の島で５２年前に行われて、2020

年で 2 回目ですが全く同じ会場でセーリング

競技がオリンピックで行われるのは初めての

ことです。 

ゲスト・ビジター紹介   田中繁管理運営委員長 

-委員会報告- 

観桜会について 小柴奉仕プロジェクト委員長 

「水川親睦委員長がお休みのため、代わりに親睦委

員会主催行事「観桜会」について説明します。会費

は3,000円ですのでご参加下さい。」 

卓話者紹介        山口会長エレクト

「本日の卓話者は藤沢市企画政策部 東京オリン

ピック・パラリンピック開催準備室室長 松崎正一

郎様、主幹 青木将徳様です。セーリング競技の 

内容についてもご説明いただけるそうです。」  



１．1964年大会と藤沢について 

２．2020年大会について 

 1964 年大会のときもご覧のように聖火リレ

ーや北口商店街のオリンピック歓迎の状況で盛り

上がっている様子です。 

 オリンピックに期待されるもの 

スポーツの推進だけでなく、文化活動の推進や女

性の地位向上、国際平和などの効果が期待されま

す（オリンピックムーブメント） 

 世界から注目されるチャンスでもあります。い

ろいろな藤沢市の魅力を世界に発信していきたい 

と思って取り組んでおります。 

また開催地地元の期待としましては、地域経済の

活性化や知名度の向上、時代に即した課題の解決

などがあります。 

 1964 年当時は戦後復興の礎として高度成長

期のインフラ整備などを行い日本全体が一致団結

して臨んだ状態でありました。 

五輪景気とも言われ経済的な恩恵もありました。 

 1964年大会と藤沢 

江の島への橋には当時車道がない状態でした。弁

天橋は依然木造でした。現在の元になる車道の橋

（大橋）は昭和 37 年にオリンピックを誘致する

ために架けられました。島の住民や観光客などに 

非常に大きなレガシー（遺産）として現在も大き

な役割を果たしています。 

 その他、生活利便性の向上やマリンスポーツの

基盤形成、「湘南江の島」の知名度向上、観光振

興など様々なものが 1964 年大会のレガシーと

してあげられます。 

 セーリンング開催地について 

 観光客数から見た場合、1964年に年間 

1,000万人だったものが現在は通年観光に 

注力し、年間1,833 万人が訪れる年に成長 

しました。 

 神奈川県内いろいろな観光地がありますが 

藤沢もその中で有数な観光地のひとつとして 

位置づいております。 

 江の島の歴史としては、過去別荘地として 

鵠沼地区の開発が行われました。 

現在は「湘南藤沢フィルムコミッション」 

映画とかドラマのロケ地として積極的に協力 

して藤沢市をアピールする取り組みを行って 

おります。 

会場：クリスタルホテル４Ｆ「パルティール」



2020年大会に向けて 

 いよいよ 3 年半後になりますが、東京オリン

ピック・パラリンピックに向けて藤沢市の取組み

をお話をさせて頂きます。 

その前に決定までの経緯について 

2013/9/8  開催決定 

2014/6/10 会場見直し 

2014/7/30 県に対して要請 

2015/6/8  江の島会場承認 

 江の島会場決定時の市長のコメント 

・大変光栄、嬉しい 

・市民にとっても感動的なできごと 

・青少年、子どもたちにも大きな夢、希望 

・大会成功に向け、最大限努力・おもてなし 

       ・ 

       ・ 

・市制施行80周年の年 

☆1964年大会では、市民憲章制定をはじめ多 

大な成果がのこされた。 

☆当時の伝統と2020年大会の新たな財産を 

 小計・発展する。 

ひととまちの「元気」「活力」向上へ 

郷土愛あふれる藤沢 
～松風に人の和うるわし湘南の元気都市～ 

藤沢市商工会議所などを筆頭に市内の 17 団体

でオリンピック・パラリンピック の支援委員会

をつくっております。 

支援委員会の支援方針 

ひとつには市民参加型の競技大会にする。 

すべての市民の方になんらかのかたちで大

会に係っていただきたい。 

もうひとつは未来に向かってレガシーを創

出するということです。 

東京大会におけるボランティア体制（全体） 

「大会ボランティア」（約 8 万人）と「都

市ボランティア」（約1万人）に別れます。

藤沢市が募集するのは「都市ボランティア」

の方です。 

「藤沢市大会関連ボランティア等推進計画」

（素案）に関するパブリックコメント（市民

意見公募）を実施します 

ボランティアは来年の夏に募集をかける予

定です。お時間もないので、詳細は市のＨＰ

にてご覧いただきたいと思います。 

https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp

/games2020/20170220pvcm.html 

 ここで、セーリングの動画による競技説明

をご覧いただきたいと思います。 

         ・ 

（参考：国体セーリング競技画像ライブラリーより） 

東京オリンピック・パラリンピック競技大会 

オリンピック 

日程：2020年 7月 24日～8月 9日 

競技：28 

パラリンピック 

日程：2020年 8月 25日～9月 6日 

競技：22 

大会ビジョン  全員が自己ベスト 

        多様性と調和 

未来への継承



【セーリング】 

セーリング（Sailing）とは、帆の表面を流れる風によ

って生ずる揚力を主な動力として、主として水上を

滑走すること又はその技術を競う競技である。 

セーリングに用いるキールの形状は、キャビンを備

えるものから、ボート、ボードなどに至るまで多様で

ある。セーリングをヨットと同義とする記述が一般的

であったが、国際セーリング競技規則の名称に"セ

ーリング"との呼称が採用されたことを契機として、

セーリングとの呼称が定着しつつある。 ヨットという

呼称は、セーリングに用いる艇種の一形態として用

いる傾向が顕著である(2006 年現在)。 

（Wikipedia より） 
ルール説明：

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f532787/ 

セーリング会場：江の島周辺（神奈川県資料） 

藤沢市ボランティア シンポジウム 

いろいろな形でお力添えを頂くと思います

がその際はよろしくお願い致します。 

拙い話で恐縮ですが、御清聴ありがとう 

ございました。 

塩釜東ＲＣのみなさんと 2017.02.28


