
                

 

 

 

 

 

 

【2020-21年度 地区方針】ためになる魅力あるロータリー～自分を磨き品格とクラブの魅力を高めよう〜   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

   例 会 報 告     

 開会点鐘  伊藤 稔会長  

 司  会   鹿島 義久会場監督 

 合  唱   「我らの生業」 

 お客様紹介 朝倉 和信親睦活動委員 

・川崎市市民文化局オリンピック・パラリンピック 

推進室 室長         原 隆様 

 ・第 2590地区次年度クラブ管理運営委員長 

             栁沼 芳光様（横浜瀬谷 RC） 

 ・奥村 香様 

今後のプログラム予定 

 6月 プログラム名 

第 1例会  6月 1日 

会員お祝い 

米山奨学金授与式 

地区委員からのご報告他 

現・次 理事役員会 

      第 2例会  6月 8日 委員長退任挨拶 

出 席 報 告 川口 禮敬出席委員長 

会員数 出席数 欠席数 出席率 前々回訂正出席率 

42名 32名 

10名 

対象外 

（4） 

84.21％ 

欠 11名 

対象外 

（0） 

MU0名 

 

88.57％ 

 

【本日の欠席者】 三木 治一会員  小林 敏伸会員   

小島 満 会員  堀一 慶明会員   金子 利昭会員 

小島 徹 会員  齊藤かおり会員  伊藤 文治会員 

渡邉 新治会員  大友 徹 会員 

ニコニココーナー 佐川 陽子会場監督(補) 

栁沼 芳光様：本日はコロナ禍の中、ご迷惑をおかけ

します。小丸さんと打合せにまいりました。

お手数おかけします！ 

伊藤 稔会長：本日はお忙しいところありがとうござい

ます。今日のお話楽しみにしています。 

長戸 隆彦幹事：本年度もあと 2ケ月よろしくお願い

致します。 

萩原 ひとみ会員：本日は川崎市市民文化局オリン

ピック・パラリンピック推進室原隆室長様

に卓話をお願い致しました。お忙しい中あ

りがとうございます。どうぞよろしくお願い

致します。 

鹿島 義久会員：本日は川崎市市民文化局理事室長

原隆様卓話よろしくお願い致します。 

川口 禮敬会員：原隆様卓話ありがとうございます。

楽しみに拝聴させて頂きます。今日これ

から 1回目のコロナワクチン接種の為早

退致します。 

小丸 日出夫会員：次年度地区クラブ管理運営委員会

委員長栁沼芳光様、本日は当クラブにお

いで頂き誠にありがとうございます。次年

度への委員会引継ぎを後ほどよろしくお

願い致します。 

細山 勝三郎会員：オリンピック・パラリンピック推進室

長原隆様ありがとうございます。 

会   長    伊藤 稔 

副 会 長    井上 裕司 
幹   事    長戸 隆彦 
S  A  A    鹿島 義久 
会報委員長   栗原 茂昭 
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野口 新二会員：市のオリンピック取り組みの卓話楽し

みです。 

合計   10件 27,    19,000円 

累計  397件    489,000円 

会 長 報 告 伊藤 稔会長 

１． 地区よりオンライン RLI（ロータリーリーダーシ

ップ研究会）卒後コース開催のご案内が届い

ております。日 時：6 月 6 日（日）9：00〜15：

00（アクセス受付 8：30〜）研修方法：オンライ

ンでのセミナーおよびディスカッション 詳細

は回覧致します。 

２． 6/6（日）に予定していた多摩美化活動は、新

型コロナウイルス感染拡大防止の観点から

中止となりました。 

３． ハイライトよねやま 254が届いております。回

覧致します。 

幹 事 報 告 長戸 隆彦幹事 

１． 例会変更 

横浜南   5 月 22 日（土）「まん延防止等重点措置」

適用による休会 

5月 29日（土）    〃 

川崎麻生 5月 21日（金）例会場変更 百合ヶ丘

→ホテルモリノ 点鐘 12：30 

川崎中原 5月 20日（木）ZOOMにて早朝例会 

点鐘 7：30 被選クラブ協議会 

6月 3日（木） 点鐘 12：30 入会式 ク

ラブ協議会 ※緊急事態宣言・まん延防

止等重点措置が、「再々延長」となった

場合は、ＺＯＯＭ例会「5月末で解除」と

なった場合は、ハイブリッド(例会場

+ZOOM)例会を予定ハイブリッド例会と

なった場合でも、例会中の会食はしませ

ん。 

6月 17日（木）ファイナル例会 夜間例

会を「昼例会」に変更精養軒にて 点鐘１

２：３０ ハイブリッド(例会場+ZOOM)例

会予定 

川崎高津 5月 20日（木）例会中止 

5月 27日（木）例会中止 

川崎大師 5月 26日（水）11：30集合 地区補助事

業「ボッチャ大会移動例会」 

カルッツ川崎 2階 小体育館 

※メークアップデスクございます。 

川崎大師平間寺 

信徒会館 1階 ステンドホール 12：00〜

12：30 

川崎宮前 5月 17日（月）「子供食堂支援活動」

（会長・幹事のみ） 

5月 18日（火）休会 

5月 25日（火）第 4週火曜日につき

例会はなし 

6月 1日（火） 川崎鷺沼 RC合同献

血奉仕活動 （謝礼提供及び社会奉

仕担当理事のみ） 

6月 8日（火）通常例会「クラブ協議会 

6月 15日（火）2020-21年度最終例会 

 

卓  話   

 

川崎市市民文化局  

オリンピック・パラリンピック推進室 

 

理事・室長   原 隆様 

 

 

 

＜プロフィール＞ 

川崎市役所市民文化局担当理事・オリンピッ

ク・パラリンピック推進室長事務取扱。 

1961年神奈川県出身。1979年 4月に川崎市

役所入庁。本庁や区役所などを経て、2011年

4月に川崎市市民ミュージアム館長、2014年

4月に川崎区役所田島支所長兼田島地区健

康福祉ステーション所長を歴任。2016年 4月

より現職に至る。様々な部署での経験を活か

し、東京 2020大会を契機として全ての人が活

躍できる社会を構築するために「かわさきパラ

ムーブメント」の推進に尽力している。 

 

 

 



「川崎市におけるオリンピック・パラリン

ピックの取組について」 

 

1年延期となっていた東京 2020オリンピック・

パラリンピック競技大会が間もなく開催されま

す。残念ながら川崎市には競技会場はありま

せんが、この大会を契機とした「かわさきパラ

ムーブメント」のほか、聖火リレー出発式、英

国ホストタウンの取組などを推進しています。 

オリンピック・パラリンピックでは、大会の開催

によって後世に良い影響を遺していくことをレ

ガシーと言っています。前回の東京大会で

は、新幹線や首都高速など、その後の高度経

済成長に大きな役割を果たしたインフラなどが

その代表です。では今回はどうでしょうか？川

崎市では独自の取組として、パラリンピックに

重点を置く「かわさきパラムーブメント」により、

障害などの有無に関わらず誰もが暮らしやす

い共生社会の実現に向けた取組を市民や企

業の皆様とともに進めています。 

また、今年 3月から福島県を皮切りに聖火リ

レーが全国を回っています。川崎市には 6月

30日(水)にやってきます。コースは等々力陸

上競技場から武蔵中原駅手前までの約 3.2ｋ

ｍとなっています。パラリンピックの聖火はリレ

ーではなく、聖火フェスティバルの一環として、

各区で採ってきた火を集める「集火・出立式」

を 8月 14日(土)に等々力緑地内で開催しま

す。 

オリンピック・パラリンピックでは、開催国内で

参加国代表チームによる事前キャンプが行わ

れることがあります。事前キャンプを受け入れ

る都市のことを「ホストタウン」といい、川崎市

は英国のホストタウンとなっています。日程と

競技種目は、オリンピックが 7月 8日(木)～8

月 5日(木)で陸上競技、女子サッカー、7人制

ラグビーの 3つで、パラリンピックが 8月 14

日(土)～9月 2日(木)で陸上競技のみとなって

います。会場はいずれも等々力陸上競技場

で、新型コロナウイルス感染症対策をしっかり

と実施して受け入れていきます。 

 

 

 

 

 

 


