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2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けて

国際ロータリー第２７５０地区　2015-16 年度ガバナー 水野　功

新年明けまして
　　おめでとうございます。
　会員の皆さまにはご家族お揃いで
健やかに新しいお年をお迎えのことと
お慶び申し上げます。
　さて、今年はリオデジャネイロにて4
年に一度のオリンピック・パラリンピッ
ク大会が開催されます。よくご承知の通

り、オリンピックは古代ギリシャのオリンピアの祭典をもとにして、
世界的なスポーツ大会を開催する事をフランスのクーベルタン
男爵が19世紀末のソルボンヌ大学における会議「ルネッサンス・
オリンピック」の演説の中で近代オリンピックを提唱し、賛同者に
よって「国際オリンピック委員会」が設立され、1896年のアテネ
オリンピックの開催へとつながり今日に至っております。
　パラリンピックは1988年、ソウル大会以降、オリンピックとの
連動が強化され、オリンピック終了後、同一国での開催が行わ
れるようになりました。ロンドン大会開催時での多くのボランテ
イアの活躍は特筆すべきものでした。
　アマチュアリズムを基本とし、古代の平和の祭典の復興を目
指したオリンピックでしたが、現実には二度の世界大戦や、
ミュンヘン大会におけるテロ事件、冷戦下での東西のボイコッ
ト合戦など、時々の国際政治に左右されてきました。特にヒト
ラー政権化におけるベルリン大会は、五輪そのものが政治に利
用され、聖火リレーの政治的利用やユダヤ教徒へ一時的懐柔
政策など、政治が大きく影を落とした大会となり、1940年開催
予定であった東京大会は幻に終わりました。
　第2次世界大戦後、1948年ロンドンでオリンピックが再開さ
れましたが、日本とドイツは招待されませんでした。また、この大
会から芸術部門が廃止され、スポーツ部門のみとなり、これによ
りオリンピックは「古代ギリシャの権威を身にまとった世界屈指
の国際的なスポーツ競技大会」としての性格が明確になり、
1952年のソビエト連邦（ロシア）の初参加から、名実と共に「世
界の大会」と呼ばれる事となりました。
　その後も世界経済の発展とともに参加国は順調に増加して
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いきましたが、国際情勢が一層複雑さを増すにつれ、政治の影
響や行き過ぎた商業主義の弊害も数多く散見されるようになり
ました。
　様々な問題がある中で、時々のオリンピックが多くの感動やド
ラマを生み、世界中の人々を勇気づけ、多くの若者に夢と希望を
与えて来ました。また、東京オリンピックに見られるように、開催
国にとっては経済発展と国威発揚に大きな言動力となって来た
ことも真実です。今年のリオデジャネイロでの大会が成功裏に
開催され、多くの感動に満ちた大会となり、4年後の東京大会に
熱い余韻を残し閉会されますよう念願しています。
　2回目の東京大会開催年が、日本のロータリー100周年に重
なるのも日本のロータリーにとって何か啓示かとも思えます。田
中作次元RI会長テーマ「奉仕を通じて平和を」の通り、ロータ
リーの究極の目的は「世界平和」です。第二次世界大戦後の国
際連合設立に際しては、ロータリアンが多大な貢献を果たした
ことは皆さんよくご承知のこと思います。
　1964年の東京大会では戦後復興の象徴として国主体で、国
威発揚の場として開催されました。2020年2回目の東京大会
開催に際しては、大会とはボランテイアへの役割と期待には格
段の違いがあると感じています。大会開催に際しては国と民間、
特に都民・市民の積極的な参加が不可欠であると感じています。
作今の円安を背景とした訪日客の増加は、オリンピック開催に
向けてさらに加速するものと思います。オリンピック誘致で流行
語大賞にもノミネートされた「おもてなし」の心は、世界に大き
な感動を呼んでいます。
　東京のロータリー第2750地区と第2850地区が中心となり、
オリンピックの成功に向けて、ボランテイアとして出来る役割を
果たしたいと思います。
　パラリンピアへの様々な支援やPR活動、交換留学生、米山将
学生・学友等を中心とした通訳やマラソン大会でのお世話など、
出来る事は多いと思います。
　オリンピック・パラリンピックを盛り上げ、合わせて日本のロー
タリー100周年を盛大に迎えましょう！

2015-16 年度 RI 第 2750 地区

地区大会
2016 年 2 月23日（火）
会場：ザ・プリンス パークタワー東京

2016 年 2 月24日（水）
会場：ザ・プリンス パークタワー東京

・会長幹事会
・地区指導者セミナー
・RI 会長代理ご夫妻歓迎晩餐会

・本 会 議
・記念公演・記念講演
・懇親会



2020 年東京オリンピック・パラリンピック開催に向けて

2015-16 年度 ガバナーノミニー　猿渡 昌盛（東京武蔵府中 RC）

　１９６４年に東京オリンピックが開催された
のは、私が小学校５年生の時でした。１０月
１０日の開会式は、日本中の秋晴れを国立
競技場に集めたと表現された晴天の下、石
津謙介氏デザインの真っ赤なブレザーを着
た日本選手団が、白い帽子を振る姿が目に
焼きついています。

　マラソンや女子バレーボールで日本選手が活躍したシーンは今
でも映像で見かけますが、２位で国立競技場に入って来た円谷
選手を、イギリスのヒートリー選手が追走し追い越す際「円谷頑
張れ！円谷頑張れ！」と絶叫していたアナウンサーの声援、柔道無
差別級の神永昭夫選手が、オランダのヘーシンク選手に押さえ
込まれ、負けてしまった時の虚脱感は今でも身体の一部に残って
いるようです。
　しかし、翌１１月８日より開催された国際ストーク・マンデビル
大会と国内身障者競技大会を合わせて開催され、第２回のパラ
リンピックが東京パラリンピックとして歴史に刻まれている事や、

大会で唯一金メダルを獲得した日本選手は、卓球男子ダブルス
の猪狩靖典・渡部藤男両選手で有った事も最近知り得たことで
あります。
　東京に再びオリンピックがやって来る。しかもパラリンピックと
共に４年後に開催されます。国立競技場のデザインも一段落し、
いよいよ準備が本格的に始まりますが、オリンピック選手の強化
育成費用に対するパラリンピアンの予算は大変厳しいのが現実
のようです。
　共に国際大会として、日本の威信を掛けた大会で有り、東京
のロータリアンには地元で開催される大会でも有ります。「O・
MO・TE・NA・SＨI」の心をロータリアンとしてどの様に具体化
していくのか、今後のロータリーの活動に期待を寄せると共に、
準備期間では有りますが、ガバナーとして一翼を担いご支援で
きる事を喜びとし、ロータリアンとしての情熱を傾けたいと思いま
す。地区内各クラブ、会員各位のご理解とご協力をお願い致す
次第で有ります。

2015-16 年度 ガバナーノミニー・デジグネート　服部 陽子（東京広尾 RC）

　１８９６年、アテネで第一回オリンピックが
開催された時、クーベルタンが唱えたオリン
ピックの精神とは「スポーツを通して心身を向
上させ、文化・国籍などさまざまな違いを乗
り越え、友情、連帯感、フェアプレーの精神
をもって、平和でよりよい世界の実現に貢献
すること」でした。これは友情、多様性、高

潔性を大切にし、世界平和を推進したいと考えているロータリー
の精神と一致するところであり、ロータリーとしては４年後に東京
で開催されるオリンピック・パラリンピックに於いて是非とも積極
的な支援を行いたいものです。厳しい世界情勢の中ではあります
が、そういう時だからこそ、オリンピックの開催、又、ロータリー
のような組織の存在がその真価を発揮すべきだとも言えましょう。
　あるアンケート調査によると、日本人の４人にひとりがオリン
ピックで何かのボランティア活動をしたいと希望しているそうで
す。競技会場や選手村での運営や会場案内、空港や駅、観光
スポット等での手伝いに、約８万人のボランティアを募集すると

のことです。そういう中にあってロータリーはどのような支援を行
えばいいのでしょうか。オリンピックは、ロータリーがクラブを超
えて、地区を超えて、或いは外部の団体と共にコラボレーション
して行う大型の企画を考えるのによい機会になるかもしれませ
ん。支援内容としては、競技の運営や選手への直接的支援から、
もう少し間接的な支援に拡げて考えてみると、フォーラムの開催、
施設の子供やご老人達が競技を生で観るお手伝い、障がいを
持った方たちの行うスポーツ支援など、その可能性は尽きなく出
てくるでしょう。又、ロータリー内で考えるなら、海外から来日す
るロータリアンへの「おもてなし」として、日本の会員は何ができる
かを考えてみることも、３.１１で世界中のロータリーから救いの
手を差し伸べていただいたことへのお礼の気持ちを表すことにな
るものと思います。
　４年後の開催に向けて、年度から年度への連携よく、「ロータ
リーらしく、ロータリーならではの支援は何か？」を皆様で考えて
いけたらと思います。
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2015-16 年度 ガバナーエレクト　大槻 哲也（東京中央 RC）

　８年前、６歳の孫娘がお誕生日に“夢”を
語ってくれました。「柔道でオリンピックに出
て金メダルをとりたい」との思い。「出来るよ、
出来る、一生懸命頑張れば、何でも出来る」
と励ましてあげました。ニコニコ顔で「うん、
頑張るよ」と宣言し、地元警察署の少年柔道
部へ通い、柔道の強い私立女子中学校を選

び、今日も気合いを入れて奮闘しています。でも「２０２０年の東
京オリンピックには、まだまだ早すぎるかな・・」。
　思い起こせば５１年前の１９６４年、東京でオリンピックが開
催され９３カ国５１３３人の選手達が参加し、高度成長期とも相
まって日本中が盛り上がりました。ところが、入場券を手にする
夢さえ叶わず、オリンピックは蚊帳の外と思い込む哀れな私がい
たのです。１０月１０日、国立霞ヶ丘競技場で開会式。
　その日、私は（通称）亀戸野球場で草野球。試合を中断、澄み

わたる秋空に浮き出た「５つの輪」の広がりを見て凄く感動をしま
した。また、人だかりの街頭テレビで放映された女子バレーボー
ルを観戦、日本がソ連を破り優勝を決めた瞬間、涙が溢れ出ま
した。柔道、レスリング、体操、重量挙げ等相次ぐメダル獲得の
ニュースは、日々感動の連続で心を豊かにしてくれました。
　いよいよ４年後は「２０２０年東京オリンピック・パラリンピック
大会」です。選手の競争も激しくなる一方で、大会を主催する国
や自治体、支援する関係団体等の動きも活発化しています。第
２７５０地区のロータリークラブでは、パラリンピックに熱い視線
を向けて奉仕活動を行うクラブが増えてきています。
　東京で開催されるオリンピック・パラリンピック大会を成功へ
導くことは、ロータリーが目指す「世界平和と国際理解に寄与す
る」国際奉仕の活動であり、全国的、国際的にもっと拡がって欲
しいと考えるのは、私一人ではないように思います。



オリンピック・パラリンピック 支援 地区の取り組み

年度 2013-14年度 2014-15年度 2015-16年度 2016-17年度

ガバナー 舟木いさ子 坂本俊雄 水野　功 大槻哲也

対応地区組織 戦略計画室 環境改善委員会 広報委員会 オリンピック・パラリンピック
支援委員会

※2013年9月7日、2020年夏季オリンピック・パラリンピック東京開催地が決定

オリンピック競技大会開催概要

　正式名称 第32回オリンピック競技大会（2020 ／東京）

　　　　　　　（英文名称 ： The Games of the XXXII Olympiad）

　開催期間 2020年7月24日（金）～ 8月9日（日）

　競技数 28競技

パラリンピック競技大会開催概要

　正式名称 東京2020パラリンピック競技大会

　　　　　　（英文名称 ： Tokyo 2020 Paralympic Games）

　開催期間 2020年8月25日（火）～ 9月6日（日）

　競技数 22競技

東京オリンピック ･ パラリンピック競技大会組織委員会について

東京2020大会に向けて組織委員会は、JOC、公益財団法人日本障がい者スポーツ協会日本パラリンピック委員会(JPC)、東京都、
政府、経済界、その他関係団体と共にオールジャパン体制の中心となり、大会の準備及び運営に関する事業を行います。
◆顧問会議メンバーに、国際ロータリー元理事　北　清治 氏（浦和東RC）が就任されています。
　　　参考：公益財団法人 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会ホームページ

パラ駅伝応援（東京中央RC）
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東京成城新RC・東京成城RC・
東京自由が丘RC　　〈2014.10.9〉

 ■パラリンピアン卓話

第 2750 地区　パラリンピック支援関連（実績）

舟
木
年
度

日　付 クラブ（他） 共催クラブ（他） 内　容 主催、または後援 参加人数 備　考
2014/2/26 地区大会 2020 東京オリンピックパラリンピック提言の輪 地区大会実行委員会 200 名 竹田 JOC 会長、河合純一氏、根木慎志氏
2014/6/16 調布 RC パラリンピアン卓話 100 名 河合純一氏

坂
本
年
度

2014/9/15 品川 RC ブラアインドサッカーフェスタ後援 品川区主催 1000 名 ブラインドサッカー協会

2014/10/9 成城新 RC
成城 RC
自由が丘 RC

パラリンピアン卓話 100 名 大日方邦子氏

2014/11/20 品川 RC パラリンピアン卓話 50 名 根木慎志氏
2014/12/6 恵比寿 RC 渋谷 RC WE are ONE ! パラスポーツ体験会 渋谷区後援 450 名 根木慎志氏
2014/12/9 品川 RC 佐藤真海さん講演会 品川区主催 500 名 佐藤真海氏
2014/12/17 日本橋西 RC パラリンピアン卓話 50 名 根木慎志氏
2015/1/20 恵比寿 RC パラリンピアン卓話 80 名 根木慎志氏
2015/1/21 世田谷 RC パラリンピアン卓話 50 名 大日方邦子氏
2015/2/21 大崎 RC WE are ONE ! パラスポーツ体験会with オリンピアン 品川区後援 500 名 根木慎志氏、柴田亜衣氏 周年事業
2015/2/24 地区大会 地区環境改善委員会 パラリンピック応援情報交換ブース
2015/3/4 港南 RC 品川 RC パラリンピアン卓話 100 名 ブラインドサッカー寺西選手
2015/4/8 城西 RC パラリンピアン卓話 60 名 ブラインドサッカー寺西選手
2015/5/15 武蔵府中 RC パラリンピアン卓話 50 名 大日方邦子氏
2015/6/2 青山 RC 委員卓話 50 名 橘高薫子（地区委員）
2015/6/3 銀座 RC パラリンピアン卓話 170 名 根木慎志氏
2015/6/11 調布むらさき RC 委員卓話 70 名 橘高薫子（地区委員）

水
野
年
度

2015/10/3 赤坂 RC 奉仕の集い（パラリンピアンを迎えて） 300 名 根木慎志氏・風の子会 周年事業
2015/10/18 調布むらさき RC WE are ONE ! パラスポーツ体験会 調布市後援 80 名 根木慎志氏・BJ リーグ
2015/11/16 山の手西 G IM パラリンピアン講演会＆体験会 300 名 根木慎志氏
2015/11/29 中央 RC 地区広報委員会 パラ駅伝観戦　駒沢オリンピック公園総合運動場 日本財団主催 100 名 SMAP、宝塚歌劇団、

2015/12/9 杉並 RC
城西 RC
西南 RC

WE are ONE ! パラスポーツ体験会 杉並区後援 100 名 根木慎志氏

2016/1/14 中央 RC 日本パラリンピック委員会委員長卓話 200 名 山脇康氏
2016/2/23 地区大会 地区広報委員会 パラリンピック応援情報交換ブース
2016/4/15 恵比寿 RC WE are ONE ! パラスポーツ体験会 渋谷区後援 300 名 根木慎志氏 実施予定
2016/4/16 大崎 RC WE are ONE ! パラスポーツ体験会 品川区後援 300 名 根木慎志氏 実施予定

※WE are ONE ! パラスポーツ体験会　・・車いすスポーツ（バスケットボール、リレーなど）、ボッチャ、ブラインドサッカーなど

■ブラアインドサッカーフェスタ後援 東京品川RC　〈2014.9.15〉

■パラスポーツ体験会 東京恵比寿RC・東京渋谷RC　〈2014.12.6〉

【第 2750 地区　パラリンピック支援関連グッズ（貸出・頒布）写真】
参加ロータリアン、参加児童（保護者・先生含む）配布用バッジ　貸出 懸垂幕・横断幕

山の手西グループ IM　〈2015.11.16〉
■パラリンピアン講演会＆体験会
　（根木慎志さん）
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