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第2558回 例会プログラム

会 員 慶 事

●例 会 場／名鉄菜館
●開 会 点 鐘／12：30
●ロータリーソング／奉仕の理想
●内
容／職業奉仕いろいろ
職業奉仕委員長 勝又重春君

●会員誕生日／４月19日
●夫人誕生日／４月20日
４月20日

会 長 挨 拶
望 月

週報

茂

先週は御殿場線３クラブプラス
ワン合同例会と観桜会を親睦活動
委員会のご努力によって、大変楽
しい時間をすごすことが出来ました。４クラブで順番
に担当するわけですから、今年は親睦活動委員会に
とっては一つ行事が多かったわけです。ご苦労様でした。
桜のライトアップはいまいちでしたが、うれしいこ
とがありました。恒例のゴルフ大会には大変多くの会
員が参加してくれたようで、表彰式も盛り上がりまし
た。
新しく加わった沼津北クラブからも大勢の方に参加
していただきました。来年の予約もその場で裾野クラ
ブがとってくれたようです。
★「母子の健康」月間によせて
４月は「母子の健康」月間です。これも、ロータ
リー財団の６つの重点事項のうちのひとつです。
毎年、５歳未満で命を落とす子どもは、世界で推定
590万人。その原因は、栄養失調、適切な医療や衛生
設備の欠如など、どれも予防が可能なものばかりです。

滝口喜徳君
小野寛幸君
勝又英和君

ご夫人
ご夫人

玉枝様
希志子様

「予防可能な原因で母と子どもが命を落とすような
ことがあってはならない」という考えから、国際ロー
タリーは、すべての母子が質の高い医療を受けられる
よう、そして、出産で命を落とす母親がいなくなり、
子どもがすくすくと成長できるよう、支援活動を行っ
ています。具体的な活動は以下の通りです。
◇教育、予防接種、出産キット、移動クリニックなど、
ありとあらゆる方法で母子の健康を推進
◇女性を対象に、ＨＩＶ母子感染の予防、母乳による
授乳、病気の予防に関する教育
なお、グローバル補助金はロータリーの６つの重点
分野に該当し、持続可能かつ測定可能な成果をもたら
す大規模な国際的活動を支援するものです。その中で
「母子の健康」分野は、次の４項目を目標としていま
す。
１．５歳未満の幼児の死亡率と罹患率の削減
２．妊婦の死亡率と罹患率の軽減
３．より多くの母子に対する基本的な医療サービスの
提供、地域社会の医療／保健関係のリーダーと医
療提供者を対象とした母子の健康に
関する研修
４．母子の健康に関連した仕事で活躍し
ていくことを目指す専門職業人のた
会長挨拶用
ＱＲコード
めの奨学金の支援です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

4/11の出席報告
会員数

出席計算に
用いた会員数

56名

52名

欠席者（５名）

井上
勝又

出席者数

暫定出席率

前々回の
確定出席率

47名 90.38％ 100％
元君・勝又英和君・勝又
誠君・山内強嗣君

※やむを得ず欠席される方は、
午前９時50分までにご連絡下さい。

BE THE INSPIRATION
インスピレーションになろう

淳君

司 会
ソングリーダー 出席報告
長島和彦君 大胡田明寿君 鈴木善明君

次 回
４月25日の
例 会

皆出席
斉藤礼志君

★東山荘記念館食堂
★12：30点鐘
★第３回クラブ協議会
全員
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東京2020オリンピック・パラリンピック自転車競技
静岡県開催に係る小山町の取り組み

小山町オリンピック・
パラリンピック推進局長

池谷精市

様

東京2020オリンピック競技大会自転車ロード競技概要(案)
●競技日程 2020年７月25日(土)・26日(日)・29日(水)
●競技時間 ７月25日(土) 11：00〜18：15 ロードレース男子
７月26日(日) 13：00〜17：35 ロードレース女子
７月29日(水) 11：30〜17：20 タイムトライアル女子・男子
東京2020パラリンピック競技大会自転車ロード競技概要(案)
●競技日程 2020年９月１日(火)〜４日(金)
●競技時間 ９月１日(火) ８：00〜17：15 競技第１日目タイムトライアル
９月２日(水) ９：30〜17：05 競技第２日目ハンドサイクル
９月３日(木) ９：30〜16：45 競技第３日目二輪車 三輪車 チームリレー
９月４日(金) ９：30〜16：45 競技第４日目二輪車 タンデム自転車

東京2020オリンピック・パラリンピック
小山町の推進体制
町の準備体制
●東京2020オリンピック・パラリンピック
小山町推進本部
目 的…
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向
け、本町で開催される自転車競技が円滑に行われるよ
う、大会開催に伴う調整、準備等を効率的かつ着実に
推進するとともに、町の活性化に繋げていくため、庁
内に推進本部を設置
【本部会議】
町長を本部長として、副町長、教育長、各部長等で構
成された組織
【幹事会】
オリンピック・パラリンピック推進局長を幹事長とし、
各課長等で構成された組織

●東京2020オリンピック・パラリンピック
小山町開催地支援協議会
目 的…
東京オリンピック・パラリンピック競技大会自転車競
技（ロード）が本町で開催されることから、大会開催
を「オールおやま」で支援するとともに来訪者へのお
もてなしを行い、本町の魅力発信、観光振興、地域経
済の活性化、国際交流の推進等を図る
○官民が連携して取り組むために、町長を会長とし、
民間組織代表者により構成された組織

これまでの取り組み
●競技会場（ロードレースコース）の準備状況
ロードレースは、交通規制による地元住民や事業者
への影響、渋滞対策、コースの安全対策、観戦客の
コース沿道への誘導等、路上競技特有の課題がある。
特に、交通規制時の住民生活への影響は大変重要な
課題であり、組織委員会と連携して交通規制時の緩和
対策等を協議している。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

4/11のスマイル
・観桜会

ありがとうございました。会長・幹事

・ケンウッド系列のレコード制作会社・アートユニオンの藤井社
長より「アルバムを出さないか」との誘いが上がってきますが、
痛めた声帯が思わしくなく迷っています。秋田悦夫君
・全国椿サミット・桜まつり
素晴らしい天候の中で大盛況でした。ご協力ありがとうござい
ました。若林洋平君
・先週の合同観桜会
皆様のご協力で無事出来ました。ありがとうございました。
親睦活動委員会一同
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3/28のメーキャップ
３月15日
３月15日
３月15日
３月22日
３月27日
３月28日
３月31日
４月 ５ 日
４月 ５ 日
４月 ７ 日
４月 ７ 日

裾 野 Ｒ Ｃ
裾 野 Ｒ Ｃ
裾 野 Ｒ Ｃ
沼 津 Ｒ Ｃ
長 泉 Ｒ Ｃ
大阪Ｅクラブ
大阪Ｅクラブ
せせらぎ三島ＲＣ
せせらぎ三島RＣ
愛知Ｅクラブ
地区研修協議会

長田
崇君
鈴木 善明君
山内 強嗣君
内海 宣彦君
臼井 良太君
若林 洋平君
齋藤
保君
井上
元君
勝間田太住君
豊山
篤君
渡辺 修司君

望月
芹澤

茂
正明

鎌野

篤志

