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ロータリーソング「それでこそロータリー」 

四つのテスト   泉 信子 会員 

 

≪ゲスト・ビジターの紹介≫≪ゲスト・ビジターの紹介≫≪ゲスト・ビジターの紹介≫≪ゲスト・ビジターの紹介≫    

  ゲストスピーカー：赤坂 政徳 様 

 (藤沢市 東京 2020 オリンピック・パラリンピック 

            競技大会開設準備室室長） 

            （紹介者：小河 会員） 

 

≪会長報告≫≪会長報告≫≪会長報告≫≪会長報告≫    

 ・4月 11－12 日仙台南 RC との交歓会、8 名で行っ

て参りました。鈴木会長初め、仙台南 RC の皆様、 

  大変歓待して下さいました。仙台の大変歴史ある 

  「東洋館」という料亭で例会懇親会を開催してい

ただき、温かく心のこもった歓迎を受けました。 

 ・昨日、会長幹事会が開催されました。次回は、現 

  次年度の合同会になります。 

 ・6月 5日(水)、藤沢 RC 創立 65周年記念例会を控 

  えております。会員皆様、いろいろな役割をお願 

  いすることになります。ご協力よろしくお願い致 

  します。 

 

≪幹事報告≫≪幹事報告≫≪幹事報告≫≪幹事報告≫    

 ・本日、例会後臨時理事役員会を開催致します。 

  現次年度の理事役員のご出席をお願い致します。 

 ・4月 21 日(日)地区研修・協議会が開催されます。 

  出席よろしくお願い致します。12時 30 分点鐘で 

  す。 

 ・5月 1日(水)は、休会です。 

 

≪お祝い≫≪お祝い≫≪お祝い≫≪お祝い≫    

  会員誕生日 4月 20 日 野口 捷代 会員 

 

出席報告出席報告出席報告出席報告    （   ）内は計算に用いた会員数 

    

例会月日 会員数 出席会員数 欠席会員数 出席率 

メークアップ 

修正出席者数 修正出席率 

会員数 

４月３日 ４４（４４）名 ２８名 １６名 ６３．６４％ ０名 ２８名 ６３．６４％ 

４月１７日 ４４(４４)名 ２７名 １７名 ６１．３６％ 
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 ご入学のお祝い 

    岩田 りら さん 中学校ご入学（岩田会員のお孫様） 

    

中学校ご入学のお孫さんは、オーストラリアから日本

にいらっしゃいました。    

    

≪スマイル報告≫≪スマイル報告≫≪スマイル報告≫≪スマイル報告≫    

  大小原 徹 会長 

  泉会員「四つのテスト」ありがとうございました。 

  赤坂様 本日の卓話 宜しくおねがいします。 

 泉 信子 会員 

  赤坂室長 卓話たのしみにして居ります。 

 田中 正明 会員 

  赤坂さん本日は当クラブへようこそ。 

  オリンピック担当とお聞きし、すばらしい開催 

  になりますことを期待確信しております。 

 岩田 和 会員 

  孫の入学祝い有難うございました。 

  中学 1年になり女の子なのに身長 1ｍ64ｃｍの長 

  身でもうすっかりレディです。お祝い喜びます。 

 川上 彰久 会員 

  赤坂室長 本日の卓話よろしくお願いいたしま 

す!! 

 野口 捷代 会員 

  お誕生日のお祝いありがとうございます。 

  赤坂さん本日の卓話楽しみにしております。 

 小河 静雄 会員 

  赤坂様 卓話宜しくお願いします。 

 岩崎 智子 会員 

  誕生日のお祝いを先週いただきました。 

  ありがとうございました。 

 

 

≪小話≪小話≪小話≪小話    3333 分間スピーチ≫分間スピーチ≫分間スピーチ≫分間スピーチ≫    

  野口 捷代 会員 

 

本日のお食事がシラス丼だったことで思い出したこ 

とがあります。私の事業は船舶免許と合宿免許がスタ 

ートでした。静岡の磐田にあるヤマハの本部と行き来 

があり、当時、シラスのメッカが静岡とは知らずを山 

のようにお土産に持っていってしまい、大変冷や汗か 

いたことを思い出しました。 

船舶免許のことについては、片桐会員がいらした頃、 

藤沢 RC に卓話で伺った事がありましたが、だいぶメ 

ンバーも変わりましたので、少しお話させていただき 

ます。船舶免許は 1級、2 級、特殊小型と三つに分か 

れています。1,2 級は船、特殊小型はジェット専門の 

免許です。国家資格で難しいそうにきこえますが、1 

級で 4日間、2級で 3 日間、ジェットはその日に講習 

して試験を受けることができます。合格率は非常に高 

いです。江ノ島で講習し、試験管が来てくれて試験を 

受けます。その後遊びに来てくれます。始めた頃は、 

あまりレンタルがありませんでしたが、ヤマハとレン 

タルクラブを立ち上げ、現在全国に 3 万人くらい会員 

がいます。会費はヤマハの収入になりますが、全国に 

あるマリーナ140箇所で気軽にレンタルで利用するこ 

とができます。船舶免許取っても、船をもてないとい 

われましたが、レンタルで利用するというシステムが 

お手軽で人気があります。 

船舶免許は 5 年で更新です。5年過ぎたら自動車免許 

のように取り直しということはなく、何年放置してあ 

っても、復活できます。復活講習を受けると更新でき 

ます。1 級と 2級の違いは、乗ることのできる距離で 

す。漁船のような大きなものにも乗ることができます 

1 級は海外まで行けますが、2級は 5 海里までとなっ 

ています。外国人の観光客がよくいらっしゃいます。 



日本では免許なしでは乗っていただけません。世界の 

中でも免許に関して細かく、うるさくいっている国は 

日本以外にないと思います。やってみたい方がいらっ 

しゃいましたら、ぜひお越し下さい。せっかく湘南に 

いらっしゃるのですから、転勤のある支店長さん方も 

お土産にしてください。 

 

 

≪卓話≫≪卓話≫≪卓話≫≪卓話≫    

『東京『東京『東京『東京 2020202020202020 オリンピック・パラリンピックオリンピック・パラリンピックオリンピック・パラリンピックオリンピック・パラリンピック    

競技大会に向けて』競技大会に向けて』競技大会に向けて』競技大会に向けて』    

        藤沢市藤沢市藤沢市藤沢市    東京東京東京東京 2020202020202020 オリンピック・オリンピック・オリンピック・オリンピック・    

パラリンピック競技大会開設準備室パラリンピック競技大会開設準備室パラリンピック競技大会開設準備室パラリンピック競技大会開設準備室        

室長室長室長室長    赤坂赤坂赤坂赤坂    政徳政徳政徳政徳    様様様様    

                                        （紹介者：小河 会員） 

 

藤沢市としてオリンピックに向けて取り組んでいる

ことについてお話いただきました。 

 

セーリング競技は、７月２６日（日）から８月５日（水）

までの１１日間開催され、時刻は１２時から１８時ま

での６時間の予定です。残念ながら、パラリンピック 

ではセーリング競技は行われません。リオ大会では開

催されました。セーリングのほかにも、スケートボー

ドやサーフィンなど、市内に東京２０２０大会出場を

目指していたり、メダルを狙える選手がいます。 

神奈川県では、セーリング競技のほかに、野球・ソフ

トボール、サッカーが横浜市で、自転車ロードレース

の一部が相模原市で行われます。 

 

 

 



自転車ロードレースは相模原山北町を通ります。 

サッカー女子も神奈川県内が主な試合会場。 

セーリングの選手村分村は大磯。選手と競技関係者は、 

大磯から江ノ島の会場に向かいます。 

 

 

5 名とも藤沢に縁のある選手は、アジアで敵なし。メ

ダルの可能性もあるといわれています。 

選手の皆さん、ホームグラウンドの強みを感じ、たい

へん大会を楽しみにしているそうです。 

 

 

 

今一番力を入れているのは、船を利用して海に出る体

験の取組み。 

 

 

市民応援団、藤沢ビッグウェー現在 12500 人が登録。 

様々な情報を発信し、大会にむけたイベントを開催し

ています。ほとんどのイベントで定員オーバーとなり、 

関心の高さが上がってきていることを実感していま

す。 



 

視察があり、藤沢のモデルケースを福島市でも 

やっていただいています。 

 

 

 

ビッグウェーブの第 2 段階として、登録していただい

た皆さんにアイディアを出していただく企画を開催。 

100 名の参加者から絞って、9事業が進行中。 

 

 

 

 

日本全国、世界に藤沢を発信して行きたいと考えてい

ます。私案の段階ですが、乗り降り自由なバスの一日

パスポートチケット。江ノ島の競技会場の他に市内西

部や北部を訪れていただく。訪れた外国人を含むお客

様に地域の皆様が、何か町おこしをしていただきたい。 

 

 

900 人のボランティアが決定しているが、ここをスタ

ートとし藤沢のレガシーとなっていってほしいです。 



 

 

 

 

大会開始期間中、江ノ島を全面禁煙を目指している。 

最終的に市内全域を禁煙とすることを最終目標とし

ている、試行期間とできたらと個人的には考えている。 

 

 

 

セーリングは、時間の読めない競技。風がないと時間

切れで予選の成績が決勝となってしまうばあいもあ

ります。 

 



 

アンケートによると江ノ島を訪れる観光客840万人の

内、頂上まで行く人は 10%。 

宿泊で江ノ島に来る観光客の消費単価は、2万円、 

日帰りの場合は、5914 円というアンケート結果だ出て

います。 

 

オリンピックを契機に多くの国と交流を深め、藤沢を

アピールしていきたいと考えます。 

 

 

都市ボランティアを２次募集しています。 

 

 

小河会員より赤坂様をご紹介 

 

 

大小原会長より謝辞 

 

 

 

 

本日のお料理 


