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２０１８-１９年度 

第２６６４回 
２０１９年２月８日（金）点鐘１２：３０ ≪曇り≫ 

◆ロータリーソング『我等の生業』 

◆四つのテスト ～言行はこれに照らしてから～ 

  １．真実か どうか 

  ２．みんなに公平か 

  ３．好意と友情を深めるか 

  ４．みんなのためになるか どうか 

◆お客様紹介                 

◇本日のゲストスピーカー 

千葉市総合政策局 

オリンピック・パラリンピック 推進部 

オリンピック・パラリンピック 振興課  

   課長  平田 美智子様 

◆会長挨拶及び報告      五十嵐 博章会長  

 みなさまこんにちは。本日は後ほどオリンピック・パラリ

ンピック推進課長の平田様から東京オリパラピックにつ

いて卓話を頂きます。私からもオリパラに因んで、オリン

ピックの歴史についてお話しさせていただきます。 

1896年にオリンピックが始まりました。その前身は古代

ギリシャで行われていた古代オリンピックです。古代オリ

ンピックは、紀元前９世紀頃といわれています。現代オリ

ンピックは平和の祭典ですが、古代オリンピックはヘレニ

ズム文化を象徴する宗教的祭典でした。これは全能の

神ゼウスをはじめ多くの神々を崇める体育や芸術の祭典

だったようです。オリンピックは４年に一度開催されます

が、これは古代ギリシャ人が太陰暦を使用していたことを

理由とします。簡単ですが、オリンピックの歴史でありまし

た。 

 青少年地区統括委員会のライラ委員会からお礼状が

届いています。当クラブからは池田会員のご尽力により、

２名の方が参加しました。全体では１１０名が参加しまし

た。ライラ委員会よりその感謝状が届いていることを報告

します。 

インフルエンザが猛威を振るっております。今年使わ

れるようになったゾクルーザという薬があることを承知かと 

 

思います。どうやらこのゾクルーザを利用すると耐性ウィ

ルスを生み出すということで問題となっています。検出さ

れた場合には回復にかなり時間がかかるそうです。厚労

省の HPでも注意喚起がされています。 

 会長挨拶は以上です。ありがとうございました。 

 

◆ロータリー米山記念奨学会より感謝状伝達     

≪第１２回米山功労者≫        吉田 裕成会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   五十嵐博章会長↑     ↑吉田裕成会員 

◆委員会報告                  

親睦活動委員会より （河原大輔委員長） 

『グルメの会』開催のご案内 

 日時⇒ ４月１０日（水）１８：３０～ 

 会場⇒ 西竹（京成千葉中央駅前・ホテルモンセラトン） 

 会費⇒ ６，０００円 

皆様のご参加お待ちしております。 

◆幹事報告           松尾 博之幹事  

次週１５日の例会は、１４日（木）に開催されるインター

シティーミーティングへ変更となっております。 

点鐘⇒１４時３０分 会場⇒ホテルポートプラザ千葉 

◆ニコニコボックス報告             

≪五十嵐博章会長・松尾博之幹事≫ 

春まだ浅いのに、２月５日にはウグイスの初鳴きが大

分県で観測されたそうです。暦の上ではもう春ですが、２

月は最も寒い月といわれています。明日は、史上初の大



寒波の襲来で関東でも雪が降るとのこと。お足元と体調

にはくれぐれもご注意下さい。 

さて、本日のゲストスピーカーは、千葉市オリパラ振興

課の平田課長様にお越しいただいております。７月２４

日午後８時、東京オリンピック開幕式まであと５３２日。 

千葉市の計画や対策等を是非お聞きしたいと思います。 

宜しくお願い致します。 

≪竹尾 白会員≫ 

 今日は８２歳の誕生日です。昨日、誕生会でゴルフに

行きました。１６名参加でしたが、残念ながらインフルエ

ンザで２名欠員でした。 

 本日は、オリパラの千葉市推進課の平田美智子様、卓

話をどうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

◆出席報告 (会員数４８名)              

 

千葉市内例会変更のご案内 メーキャップにご利用下さい。 

本日の卓話 

演 題⇒ 『東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技

大会まであと 1年みんなで盛り上げていきましょう』 

卓話者⇒ 千葉市総合政策局 

       オリンピック・パラリンピック 推進部 

       オリンピック・パラリンピック 振興課  

         課長  平田 美智子様 

 

みなさま、こんにちは。 

みなさまには、日頃より千

葉市政へのご理解、ご協力を

いただき、誠にありがとうご

ざいます。 

私は、千葉市オリンピッ

ク・パラリンピック振興課の

平田と申します。主に、2020

年に向けての機運醸成のイベントや PR 活動、また、

会場の幕張メッセ周辺で観客の誘導や観光案内をす

る都市ボランティアの育成、運用を担当しておりま

す。 

本日は、少しお時間を頂戴し、2020 年に幕張メッ

セで７競技が開催されるオリンピック・パラリンピ

ックに向けて、みなさまと一緒に盛り上げていきま

しょう、という内容でお話しさせていただきます。 

 

お手元には、 

①タブロイド判の「千葉市にオリンピック・パラリ

ンピックがやってくる」 

②３月２、３日開催の車いすバスケットボール全国

選抜大会の応援イベント、Go! Together! のチラシ

をお配りさせていただいています。 

まず、初めにみなさんに質問です。 

今日は 2020 年のオリンピックまであと何日でしょ

う？ 

まだまだ先と思っていらっしゃるでしょうか？ 

正解は、53２日。 

では、パラリンピックまではあと何日でしょうか？ 

56４日です。 

覚える必要は全くありませんが、みなさんの感覚で

は、まだ 5３２日でしょうか？ 

こういう、きりのいい数字をみると、私たちは、

もう 500 日しかない、という切迫感にかられ、あれ

もこれもまだ終わってない・・・と慌てている状態

です。 

 

さて、先週、開会式のチケットの価格が発表にな

りました。ご存じでしたか？一番高いチケットは

300,000円。なかなか手が出ないお値段ですね。 

一番安いものは、12,000円。 

場所は新しい国立競技場ですね。 

恐らく、東京での開催は、一生に一度きりだと思

いますので、ぜひこの目で見てみたいものですが、

千葉市でも開会式の翌日から 2 競技が始まりますの

で、このまま２０２０年までオリパラ担当でいる限

りは、私は無理ですね。しかし、みなさんは東京で

の開会式・閉会式も見られて、地元千葉市でのオリ

パラ 7 競技も一宮でのサーフィンも観戦できる、と

てもラッキーな方々なんです。 

 

今日、みなさんにお伝えしたいのは、３つ。 

1つ目、まずは市内で開催される、7競技のうち、今

年のうちに 1回は観戦または体験してみましょう。 

２つ目、オリパラを盛り上げるためのおもてなし活

動をしてみませんか？  

最後の 3つ目、「オリパラ」のことを人にお話しして

みましょう。 です。 

まず 1 つ目ですが、今年のうちに 7 競技のうち 1

回は観戦または体験してみましょう。です。 

千葉市で開催される競技は、オリパラ合わせて 7

競技、実は 1 都市で 7 競技も開催するのは、東京に

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 3,000 円 累計 214,927 円 

金の箱 1,060 円 累計 16,433 円 

出席者数 

３１名 

欠席者数 

１７名 

ﾋﾞｼﾞﾀｰ  

１名 

1/25 修正出席率   

１００ ％ 

千葉ＲＣ 月 2/18 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 2/12 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 2/12・2/19 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ 

新千葉ＲＣ 水 2/13・2/27 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水 2/13 ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 2/14・2/21 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 2/14・2/28 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



次いで２番目なんです。ご存知でしたか？この千葉

市のプチ自慢、これ、覚えて、どこかで使ってみて

ください。 

さて、オリンピック 3 競技、パラリンピック 4 競

技はどんなものかご存知でしょうか？ 

すべてを覚える必要はありません。今日は、1競技

でも記憶にとどめていただければありがたいです。 

オリンピックは、フェンシング、テコンドー、レス

リング 

パラリンピックは、ゴールボール、シッティングバ

レーボール、テコンドー、車いすフェンシングです。

競技については後ほどご紹介します。 

 

まず、2019 年、千葉市では、オリパラへ向けての

市内で開催される競技のプレ大会などが目白押しで

す。 

リーフレット 4ページをご覧ください。 

テコンドー、車いすバスケットボール、フェンシ

ングなど、本番に向けての予習の機会がたくさんあ

ります。 

なじみのない競技、テレビでしか見たことがない

競技を実際に気軽に観戦できるチャンスなのです。 

直近ではテコンドーの選手権大会がありますが、

一般の観戦は OK なのですが、関係者がほとんどで、

解説もない大会なので、素人の方は難しいかもしれ

ません。 

3 月には、メッセでの開催競技ではありませんが、

車いすバスケットボールの全国選抜大会があります。

A4のチラシをお配りしています、 

この大会では、パラスポーツ体験会や千葉のグル

メ巡り、雛飾りなどの催しもあり、ご家族で来られ

ても十分楽しめるイベントとなっています。 

 

6 月以降もフェンシングやゴールボールの大会が

ありますので、ぜひ、このような機会に、実際の競

技をご覧になり、ルールや応援の仕方、雰囲気など

を把握し、スポーツ自体も体験してみてください。 

きっと 2020年の本大会時は、予備知識をもって世

界のトップアスリートの真剣勝負を楽しく観戦でき

ると思います。ぜひ 1 度、観て、体験して、ファン

になって、2020年に臨んでください！ 

 

ここで、開催 7競技を簡単にご紹介します。 

再度「千葉市にオリンピック・パラリンピックが

やってくる」のリーフレットの 1 ページをご覧くだ

さい。 

まず、オリンピック 3競技として、フェンシング、

テコンドー、レスリングがありますね。 

フェンシングといえば、2020 年のオリンピック開

催地が東京に決定の瞬間、ガッツポーズをして涙を

流していた、太田雄貴さんを思い出す方もいらっし

ゃると思います。彼は今、日本フェンシング協会の

会長です。非常に精力的にフェンシングの競技観戦

にエンターテイメント性を持たせ、観客がルールを

理解し、楽しんで観戦できるよう、改革している方

です。昨年のアジア大会では、男子、女子の団体が

金メダルを獲得しており、日本の力はなかなかのモ

ノで、メダルが期待できそうです。 

 

次に、テコンドー。こちらはだいぶマイナーな武

道だという印象ですね。 

みなさんは、銅メダリストの岡本依子さんをご存

知ですか？このリーフレットの 4 ページ、上段右の

方です。 

2000 年のシドニーオリンピックでのテコンドー界

初めての日本のメダリストです。実はこの 2000年か

ら、正式にオリンピック競技となりました。 

岡本さんは、大阪の気さくなお姉さんといった感

じの素敵な方です。千葉市にも何度か講演会やトー

クショーでお見えになっています。 

デモンストレーションで試合を観戦したことがあ

りますが、技が素早すぎて、眼が追いつきませんが、

ずっと見ているとだんだん華麗な足技を期待して、

ワクワクしてくるんです。 

 

３つ目はレスリング。 

こちらは、昨年、とある話題で、ざわざわしまし

た。みなさん覚えていらっしゃると思います。 

とはいっても、女子の選手層が厚く、金メダルラ

ッシュが期待できそうですし、オリンピック 5 連覇

を狙っている選手もいますし、その辺のざわざわ感

は   ちょっと忘れてください。実は、レスリン

グは人類最古ともいわれる格闘技なんだそうです。 

こちらは、やはり日本人に人気競技とあって、チ

ケット最高額が 45,000円。 

なかなかのお値段。こういう人気競技の決勝戦だ

からこそ、一番初めに売れてしまうのも事実なんで

す。 

 

次に、パラリンピック競技 4つをご紹介します。 

千葉県、千葉市では、幕張メッセでのパラリンピ

ック競技は、満席にしよう！が合言葉です。千葉市

では、パラスポーツが盛んな街をめざしており、千

葉ポートアリーナでは多くの国際競技大会が行われ

ています。 

また、小学校の授業にパラスポーツを取り入れた

り、パラスポーツ選手の学校訪問も盛んです。 

パラスポーツを 1 つでも見たり、聞いたり、体験

したことがある方、いらっしゃいますか？ 

全く知らなくても問題ありません。かくいう私も

ちょっと前まで関心がな かったのですが、職員研

修でゴールボールの体験をしたことで、パラスポー

ツというものを初めて知りました。 

 

今日、この時間に幕張メッセで開催される競技が

どんなものか知っていただいて、ぜひ、2020 年に１

つ、2つでも観戦したいと思っていただければ嬉しい

です。 



初めに、ゴールボール。 

2月 3日まで、4か国出場の女子のゴールボール競

技大会がポートアリーナで開催されていました。 

日本は惜しくも準優勝。しかし、世界ランキング 1

位のブラジルを破っての 2 位です。現在日本は世界

ランキング 4 位。ロンドンパラリンピックでは、金

メダルを獲得しています。 

しかし、なぜ女子だけなんでしょう？実は、女子

の実力が高いので、強化のために世界ランキング上

位との競技会が実現するとのこと。勝負の世界、な

かなか厳しいですね。 

ルールや競技の様子は、リーフレットのとおり。

聴覚に障害のある方のス 

ポーツです。そもそもは、第二次世界大戦の傷痍軍

人のリハビリとして考案されたそうです。 

昨日初めて試合を見たのですが、とても目が見え

ない状態でプレーしているとは思えないほどです。 

私は職員研修として、体験しましたが、アイシェ

ードという、真っ黒なゴーグルをつけると、全く何

も見えません。鈴が中に入っているボールが飛んで

きても、はっきり言って、どの辺に来ているのか、

分かりません。 

しかし、彼らは、聴覚を研ぎ澄まし、ボールを受

け止めたり、相手ゴールへ狙いをつけて投球したり

の攻防がおもしろい競技です。 

 

次にシッティングバレーボール。 

文字通り、座ってプレーするバレーボールです。 

お尻が床についたままで、鋭いスパイクができる

なんて、驚きです。 

こちらは、足に障害がある方のスポーツで、義足

の方、車いすの方などが選手でいらっしゃいます。 

足を使ってよりも、片手を使って素早くお尻を床

に滑らせてボールを打つほうが難しいのではと思え

てくるほど、忙しい競技です。 

 

次はテコンドー。 

2020 年からパラリンピックでの正式競技になりま

す。 

パラリンピックでは、腕が欠損、障害がある方な

どの競技となるため、足蹴りが得点になります。腕

がない選手が、足を高く上げて蹴り上げる様子を見

ると、ものすごいバランス力が必要なのではと思い

ますが、足蹴りを避けるのも大変そうです。競技人

口が多くないこともあり、3日間しか観戦できません。 

 

最後は、車いすフェンシング。 

車いすを固定した状態で、近距離での攻防に迫力

がある競技です。ちょっと地味にも思えますが、上

半身ともう片一方の腕の力で自分を支えながら、こ

んな近い距離で剣を突き合うのはかなり恐怖に思え

ます。こちらも一瞬の勝負。 

 

さて、これまで 7つの競技を紹介してきました。 

ご興味を持たれた競技はありましたか？ 

 

ちなみに、千葉市内でもスポーツイベントなどで

体験ができたり、企業でチームを作って対抗戦など

が盛んに行われている、ボッチャですが、残念なが

ら、幕張メッセでは見られません。有明体操競技場

で行われるそうです。 

しかし、初めて日本でボッチャ競技大会が行われ

たのは、千葉市稲毛区でした。ヨーロッパで、重度

脳性麻痺や手足に重度の障害のある方のために考案

されたスポーツです。レクリエーションとしては、

割と手軽ですが、勝負となると、頭とテクニックを

駆使し、ち密な戦略を必要とするので難しいようで

す。 

 

それでは、話を戻しまして、次は 2 つ目のオリパ

ラを盛り上げるためのおもてなし活動をしてみませ

んか？です。もしかしたら、直接関係ないのではと

思われるかもしれませんが、ごみのないきれいな街、

安全で歩きやすい街にすることも、オリパラを盛り

上げるための素敵なおもてなしですよね。 

みなさんの会社の入り口にプランターにお花を飾

ったり、海岸のごみ拾いイベントもその１つです。 

みなさまのこれまでの活動は、すべてがオリパラ

に向けてのおもてなしにつながっているはずです。

ですので、活動される際には、オリパラに向けての

地域貢献にもなっていることを心にとめておいてい

ただけるだけでも、十分だと思います。 

しかし、これまでの活動に少し、オリパラ色を添

えていただけると機運醸成が一層進むものと思いま

す。何かにつけ、「オリパラに向けて」を枕詞におく

のもいいかもしれません。 

また、地域でボッチャ大会を開いてみたり、五輪

音頭で踊ってみたりすることで、オリパラへの関心

も高まるのではないでしょうか？ 

お店でしたら、メニューや商品紹介を外国語表記

してみるのも外国人へ心づかいになりますね。 

 

オリパラを機に、国内外からいらっしゃる方々に、

千葉市の魅力をPRする格好のチャンスがやってきた

のです。浮世絵もある、縄文時代の遺跡、加曽利貝

塚があって、太古を感じられる、海も眺められる、

海産物が食べられるなどももちろん千葉市の魅力で

すが、清潔で、居心地がいいというのも、訪問者に

とってはプラスの印象となると思います。 

加曽利貝塚といえば、加曽利貝塚 PR大使のかそり

ーぬがオリパラ 7 競技をしているイラストの缶バッ

ジを作り、オリパライベントやパラスポーツ体験会

などでお配りしています。このイラストはどなたで

もお使いいただけます。ロータリークラブさんで子

どもたちに配布されるグッズなどにも活用いただけ

れば、若い世代のオリパラへの関心も高まるものと

思います。ぜひともご活用いだければありがたく存

じます。 



 

最後の 3つ目、「オリパラ」のことを人にお話しし

てみましょう。です。 

大会まであと 1 年と少しに迫ってきているにもか

かわらず、千葉市民のオリパラへの関心はそれほど

高くないのが現状です。 

そこで、様々な人脈をお持ちで、各界への影響力

のある、みなさんのお力で、とにかく「オリパラ」

をいろいろな機会に話題にしていただきたいのです。 

幕張メッセで開催されるんだよ、7つの競技がある

んだよ、それだけでも構いません。 

また、1964 年当時、少しでも東京オリンピックの

記憶がある方には、子どもたちや若者とお話しする

機会に、1964 年の東京オリンピックで千葉市の東大

グラウンドで近代 5 種のクロスカントリーが行われ

たんだよ、とか県庁前で聖火リレーを見たよ、など、

みなさんの貴重な記憶と合わせて若い世代に伝えて

いただきたくこともできます。 

また、つい最近、聞いたのですが、64 年のオリン

ピックでレスリング金メダリストの「吉田義勝」さ

んは、当時稲毛にお住まいで、千葉市内で金メダル

獲得のパレードをされたそうです。どなたかご存知

でしたか？ 

 

また、先ほども申し上げましたが、今年、千葉市

では、市内で開催される競技のプレ大会が目白押し

です。 

 このような大会をご家族、社員さんと観に行かれ

たり、お取引の企業さんにもこんな大会があるんだ

よと話題にしていただければ、さらに拡散していく

ものと思います。 

 

 ちなみに余談ですが、私の今年の年賀状は、これ

でした。印刷ができないハガキだったので、すべて

手書きで苦労しましたが、来年も大会マスコットや

エンブレムをあしらった年賀状が発売されると思い

ますので、こういうものやオリパラのグッズなども

活用し、話のネタにしていただければと思います。 

 オリパラ公式グッズといえば、ゴルフボールもあ

ります。ネクタイやベルトなどもあります。 

 なによりも、口コミが威力を発揮する時代です。 

みなさんおひとりおひとりにPR大使となっていた

だければ、こんなにありがたいことはないと思って

います。 

 

最後に観戦チケット販売情報です。 

チケットの購入の仕方はご存知でしょうか？ 

先週、組織委員会から、チケットの席の種類ごと

の価格や購入方法、スケジュールが発表になったと

ころです。 

では、リーフレット 4 ページの中段をご覧くださ

い。 

 

パンダみたいな編集担当 P が言っているように、

オリンピックは、今年の春から、パラリンピックは

夏ごろに販売されます。これは、公式チケット販売

サイトを通じて、抽選申し込みを開始します。 

公式チケット販売サイトにアクセスするには、ま

ず ID の登録が必要です。もし、今お時間があれば、

リーフレットの QRコードを読み込み、住所、氏名等

を登録してみてください。 

とはいっても、再来年の 7月、8月、9月のことだ

し、まだわからないですよね。 

 

2020 年末で解散する「嵐」のコンサートチケット

がなかなか当たらないそうなんですが、それと同じ

で、決勝戦のある日は人気が集中するので、抽選が

予想されます。 

もし、そういうメダルが決まる人気の日を狙うの

であれば、ぜひとも事前に、お申込みください。抽

選なので、運次第ですが。当日券が買えないことも

ないですが、必ずしも売り出されているかはわかり

ません。 

なお、オリンピックは朝から晩までテレビ応援で、

パラリンピックは 4 競技すべて現地で観戦というの

も地元ならではの贅沢な楽しみ方ですね。 

 

長時間にわたり、つたない話をお聞きいただきあ

りがとうございます。 

本日は３つの項目 

まずは、 

1つ目、まずは市内で開催される、7競技のうち、今

年のうちに 1回は観戦または体験してみましょう。 

２つ目、オリパラを盛り上げるためのおもてなし活

動をしてみませんか？  

3 つ目は、「オリパラ」のことを人にお話ししてみま

しょう。でお話しさせていただきました。 

この 3 つ、みなさんにご協力いただければ、きっ

と千葉市全体にオリパラへの関心が高まり、オリン

ピックはもちろんのこと、パラリンピックの大成功

につながるものと考えてい

ます。 

みなさんとともに、オリ

パラを盛り上げていきまし

ょう。 

ご清聴ありがとうござい

ました。 

 

 

第２６６５回例会 

≪インターシティーミーティング≫ 

日 時⇒ ２０１９年２月１４日(木) 点鐘１４：３０ 

会 場⇒ ホテルポートプラザちば 

第２６６６回例会 

日 時⇒ ２０１９年２月２２日（金）点鐘１２：３０ 

卓 話⇒ 会員卓話   岡田 敦志会員 

 

＜会報当番：河原 大輔会員＞ 

https://tokyo2020.org/jp/

