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Rotary Serving Humanity 

人類に奉仕するロータリー 

2016-17年度RI会長テーマ 

ソ ン グ 君が代 奉仕の理想 

四つのテスト 宮下光一職業・社会奉仕副委員長 

会 長 談 話  

リオデジャネイロ五輪がいよいよ 

5日に開幕となります。日本時間では 

明後日6日朝8時。22日の閉会式ま 

で16日間の熱い戦いが始まります。 

4年に一度の五輪は前回ロンドン、 

その前が北京、そしてアテネ、シドニーでした。南米

大陸では初めての開催ということであります。 

 リオの次、4 年後の 2020 年に東京で開催されるわ

けですが、先日の選挙で選ばれた都知事、小池百合子

さんがその開催準備の先頭に立つこととなりました。 

都知事の任期は4 年なので2020 年の東京五輪の開会

式直前にまた選挙になるということでしょうか？ 

 昨年の6月、ロータリーの世界大会が同じブラジル

のサンパウロで開催されました。望月ガバナーエレク

トと一緒に参加してきましたが、サンパウロに入る前

に、飛行機で1時間くらいのところのリオデジャネイ

ロとイグアスの観光がコースになっていましたのでリ

オでは 1 日半ぐらい駆け足で観光してきました。    

有名なコルコバードの丘（大きなキリスト像が岩山の

上に聳え立ってリオの街を見下ろしているところ）、イ

パネマの海岸などでした。 

その時は蚊に刺されて感染するジカ熱については全

く話題にはなっていませんでした。6月の南米は冬で、

ちょうど過ごし易い気候で虫は気にならない程度だっ

たと思います。 

現地の日本人ガイドさんが盛んに、「治安が非常に悪

い、危険なので単独行動は絶対にダメ」とか「ホテル

や空港のロビーで置き引き、すりがあるので荷物から

離れないように」と注意されていましたので、15人の

団体で固まって動いていて、そういった被害に遭うこ

とはありませんでした。 

今回リオのコパカバーナの海岸で日本人が強盗に遭

ったとか、選手村で警備員が泥棒をしたとか、いかに

もありそうなことだなーと思いました。 

また同様にガイドさんが「しばらく前まで、ブラジ

ルは他の新興国とともに BRICS ともてはやされてい

て景気が良かったけれど、このところ全くだめ、困っ

てしまう」そして「オリンピックの施設の準備は大丈

夫かな、予定通りにはいかないよ」と話していました。 

今回何とか施設は間に合って、五輪開催となるよう

ですがスムーズな運営はどうでしょうか？ 

私の時のリオへの経路・時間は、成田から米国のア

トランタへまず 12 時間、そこで乗り換えに 6 時間待

機、アトランタからリオまで11時間かかりました。 

合計で29時間、約30時間です。日本との時差はマイ

ナス12時間。 

日本の選手たちは前もって入国して、しっかり体調

を整えて臨んでいることとは思いますが、地球の反対

側まで行くわけですから大変なことと思います。 

日本は330人を超える選手団のようですが、それぞれ

のリオでの活躍を期待するとともに、4 年後の東京五

輪に結び付く多くの材料、経験を積んできてほしいと

思います。 

 今年のお盆休みはみんなTVの前に釘づけで、出歩

く人、車が少なくなるかもしれません。高速道路の混

雑がいつもより緩和され、スムーズに動くとありがた

いと思います。どうぞよろしくお願いします。 

誕 生 祝 小坂 

樫男・熊谷勝昌・ 

勝山修一・藤澤洋二 

在 籍 祝 北原 

博(28)・原 義美(9) 
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幹 事 報 告 別紙をご覧ください。 

☆8 月のプログラム（会員増強・拡大月間）☆ 

 4 日（木）クラブフォーラム（会員増強・拡大）

11 日（木）休会（法定休日） 

18 日（木）卓話 ※13：35 理事会 

25 日（木）27 日（土）へ振替 

27 日（土）尾張旭 RC 合同納涼大会 

 

☆お知らせ 

・18 日（木）例会後、理事会を開催します。役

員・理事はご出席をお願いします。（例会場） 

・事務所夏季休業のお知らせ 8 月 11 日（木）

～16日（火）までお休みさせて頂きます。 

委員会報告 ○納涼大会について 

 平出吉範親睦活動委員長 

日時：8月 27日（土）17：50～ 

場所：かんてんぱぱガーデン 

野村陽子植物細密画館前（雨天の場合西ホール） 

アトラクションは伊那西高等学校吹奏楽部によ

る演奏です。大勢皆さんの参加をお願いします。 

○職場例会について 

 宮下光一職業・社会奉仕副委員長 

日時：9 月 29 日（木）場所：浜岡 

原子力発電所 バス乗車は伊那北

駅前 7：00→伊那市駅前 7：05→伊那市役所 7：

10→沢渡バス停 7：15→菊川 IC→昼食→浜岡原

子力館着 12：25／見学 12：45～15：45→伊那

市着 20：00 予定 

○大澤一郎会員旭日双光章受章祝賀会について 

藤澤秀敬会長 

日時：11 月 24 日（木）18：00～（IGM を振替） 

場所：だるま 会費：5,000 円（当日参加者より

頂く） 

○ロータリー財団 100 周年事業における寄付金

について 藤澤秀敬会長 

地区からの要請があり、ポリオプラス寄付金一

人＄40、平和センター寄付金一人＄10。2 期分会

費徴収時に一人＄50 を徴収します。 

○「ロータリーの友」８月号の紹介 

 荒木康雄情報・プログラム委員長 

横書き P8～15 ロータリー財団の 

歴史 1917 年のアトランタ大会で 

アーチ C.クランフが「世界でよいことをする」

ための基金の設立を提案。 

P24~27 ソウル国際大会 韓国で世界とつなが

ろう。5 月 28 日～6 月 1 日の 5 日間、ソウルの

近郊、高陽市で開催されました。 

P32~33 ようこそ金沢へ 第 5 回日台ロータリ

ー親善会議が開催されました。ほぼ 2 年に 1 度

の割合で、両国で交互に開催されています。 

縦書き P4~8 時代に向きあい人に寄りそう 岡

谷鋼機(株)岡谷篤一社長の伊勢・鳥羽・志摩ルー

プ IM における講演要旨です。 

P9~12 クラブを訪ねて 柏原（かいばら）ロー

タリークラブの紹介です。 

P13 卓話の泉 (医)正歯会中村歯科クリニック

中村伸也理事長 アユの生態について書かれて

います。 

出 席 報 告  

会員数 53名 内出席免除 18名 長欠 1名 出席

者 26名 事前メーキャップ 8名 出席率 75.56 

％ 前々回 90.70％変更なし。 

ニコニコボックス 

神山公秀 今月は会員増強月間です。宜しく御協

力下さい。 

藤澤秀敬 INA ケーブル TV にポケモンの件、取

り上げて頂きました。夏休みい～なちゃんバス

に大勢が乗って頂ければ幸いです。 

在籍祝 原 義美 

ラッキー賞 鈴木多門、小松献臣、立石 誠、原 

義美、平出吉範、宮下光一、矢島充博 

 

 

 

 

 

 

 

クラブフォーラム  

会員増強・新クラブ結成推進月間 

神山公秀会員増強委員長 

 神山委員長より、規定審議会で 

決定された会員種類に関する変更 

点等の説明があり、その後、テーブル毎で候補者

をあげた。 

 


