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■ 会 長 報 告         島村 武慶君 

GW も明けて日

常生活のルーティ

ーンを取り戻した

頃ではないでしょ

うか？本日の例外

は静岡第 4グルー

プの村松ガバナー

補佐をお迎えしての期末訪問例会です。また米山

奨学生のアギスタさんに先週の卓話を 1 週間

スライドしてお願いしてあります。 

そして、いよいよ東京五輪のチケット抽選

申し込みが始まりました。初日からアクセス

殺到しましたが、2020年 7月の五輪開催に向けて、

今回が最初のチケット販売です。（違う申込み

方法も今後は色々とある様ですが…） 

受付は2019年5月9日午前10時からスタートし、

5月 28日午後 11時 59分までの期間、インター

ネット上で行われる。大会組織委員会では「申し

込み順は当落に影響はない」と説明しているが、

そこははやる気持ちの問題なのだろうか。初日は

アクセスが殺到して、販売サイトにつながり

にくい時間が長く続いた。購入希望者は事前に

組織委員会のホームページで ID 登録が必要で

ある。その登録手続きが面倒くさいのではと一瞬

ためらったが、アクセスしてみたらスムーズに

進み、時間もかからなかった。しかし、どの

競技に抽選エントリーしようかとこちらの方が

時間もかかりそうである。(実際にはまだ申込みが

完了していない笑) 

今回申し込みが可能なのは、開会式と閉会式の他、

ボクシングを除く 32の競技となっている。1人

最大 30枚まで購入できる上、第 1希望 30枚、

第 2希望 30枚までエントリーできるとあって、

選択に迷いが尽きない人も多いはずだ。抽選 

結果が発表されるのは 6月 20日だが、そのタイ

ミングには理由がある。その 1 週間ほど前の

6 月 14 日に新しい法律が施行されるからだ。

チケットの高額転売を防ぐためのもので、その

名は「特定興行入場券の不正転売の禁止等による

興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」。

実に 39字に及ぶ長い名前だが、通称「チケット

不正転売禁止法」は分かりやすい。スポーツや

コンサート会場周辺での、いわゆる「ダフ屋」

行為については、昭和の時代からも取り締まりが

行われてきた。しかし昨今インターネット上での

転売取り締まりは困難を極めてきた。それを

防ごうというのが今回の新しい法律である。

違反すると「1 年以下の懲役か 100 万円以下の

罰金、または両方」という罰則が科せられる。

実際に私もヤフオクやメルカリで余ったチケット

を販売した経験があるが、今後は出来ない。 

新しい「チケット不正転売禁止法」が効力を

発揮するかどうかは未知数である。東京五輪の

組織委員会では、チケットを購入した人が当日

何らかの都合で行けなくなった時のために、

チケットを適正に譲ることができる「公式リセ

ールサイト」を設けるが、過去のオリンピック

では組織委員会を騙る偽のサイトまで登場して

いる。それほどインターネットという世界での

転売の闇は深い。過去に「チケット完売」という

スポーツイベントで観客席の一角がすっぽりと

空席だった風景に出会ったが、誰かが買い占めた

ものの転売がうまくいかなかったものと推察した。

観たい人が観たい競技やコンサートなどを適正な

値段で観るという当たり前の方向に進んでくれ

ればいいと思う。さて現実のテーマは、東京

五輪のどの競技チケットにエントリーするかで

ある。趣味のゴルフ・サッカー、メダルの期待

できる柔道、レスリング、水泳、体操、卓球、

バドミントン、陸上、そして 3大会ぶりに復活
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する野球・・・。迷う時間はまだまだありそうで

短い。競技スケジュール表に向き合う時間は、

近づくオリンピックを実感する貴重な時間になる

だろうと思うものの、さて何を選ぼうか？そして

もう私が生きている間にはないであろう地元

日本開催のオリンピックを、絶対に観たい！ 

■ 理 事 会 報 告       玉木 潤一郎君 

・5/15 米山奨学生卓話を検討。ガバナー補佐 

事務局一任となりました。 

・6/19最終夜間例会、乗車ﾎﾟｲﾝﾄを青島克郎邸・ 

焼津信用藤枝上支店を追加。案内文が承認 

されました。 

・次年度プログラム（7.8月）について、承認 

されました。ロータリーの友 7月は第 3水曜 

となります。 

・次年度について（クラブ計画書用）、多少の 

修正もありますが承認されました。 

・順心高校の訪問について、5/14に大塚さん、 

平さん、河森さん、他で訪問となりました。 

・退会者について、石間会員 6月末・青島鉄会員 

6月 13日付で退会が承認されました。 

・藤枝市国際友好協会年会費について、例年通り 

1万円が承認されました。 

・IM収支報告がありました。 

■ 出 席 報 告          渡辺 篤司君 

本日のホームクラブ 

出席者 
前回の補正出席者 

35／43 81.39％ 34／43 79.06％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○石間君 ○中田君 ○松田君 ○山田君 

江﨑晴君 大杉君 鈴木舜君 仲田晃君 

■ ゲ ス ト                        

リジヤニ・アギスタさん（米山奨学生） 

 

■ ガバナー補佐訪問           

 

国際ロータリー 

 第 2620地区 

 静岡第４グループ 

村松 英昭 

 ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 

 

本日は期末の訪問に伺いました。 

過日、3月 3日に開催いたしましたＩＭに多数の

会員のご参加いただきありがとうございました。

おかげで盛大に挙行でき無事終わりました。 

心より感謝申し上げます。 

この10か月を通して旧第5分区と旧第6分区の

運営方法に違いがあり戸惑うことがありましたが、

皆様のご協力で何とか責務を果たすことができ

ました。 

ＩＭのホストが一回りする 10 年後にはすり

合わせができ素晴らしい第4グループとなること

でしょう。 

古いロータリー関連の本に、基本は例会への

出席、会員はすべて友人である、各クラブが

各々の考えで事業及び活動を行えばよい、ロー

タリーは上意下達の組織ではない、と書かれて

いました。これがロータリーの原点と思います。 

今年度から取り組み始めたＲＬＩ（ロータリー

リーダーシップ研修会）の目的は、ロータリ

アンがロータリーの組織、活動をより正しく深く

知っていただくための研修会です。1992 年に

始まったロータリーの草の根運動です。 

私の任期もあと 2か月となりました。この 1年間

大変お世話になりました。 

今後とも第4グループ発展のため更なるご協力を

お願いいたします。 

 

■ 外 部 卓 話                        

 

 

米山奨学生 

 リジヤニ・ 

  アギスタさん 

 

 

 

■ 奨 学 金 授 与                
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■ ロータリーの友紹介   池ノ谷 敏正君 

『ロータリーの友 ５月号紹介』 

ロータリーの友５月号を横組みから紹介します。 

今月は青少年奉仕月間ということで、７ページ

からの特集は、「地域に合わせた青少年奉仕」と

題し、各地のロータリークラブが取り組んでいる

ローターアクト、インターアクト、青少年交換

プログラムとは異なる独自の活動が紹介されて

います。 

工夫と想像を感じさせる各ロータリークラブと

青少年との交流をお読みください。 

 

続く１２ページからは、ローターアクターが

国際大会に参加してきた感想が掲載されています。

その中には、第２６２０地区の代表ローター

アクターの文章も含まれています。 

世界に触れた未来のロータリアンの心に触れて

みてはいかがでしょうか。 

 

そして１４ページからは、「考えよう海洋プラス

チックごみ」と題して、ファストフード店などの

ストローに大きな影響を及ぼし始めた今話題の

海洋プラスチックごみについて特集が組まれて

います。 

もしかすると、貴方の仕事にもかかわりがある

かもしれません。環境保護にもつながるプラス

チックごみについて、勉強してみてはいかがで

しょうか。 

 

３１ページには「未来のリーダー」と題し、

スイスのジュネーブインターナショナルロータ

リークラブの記事が掲載されています。 

我がクラブとは全く異なる多様性の環境の中での、

ローターアクター、インターアクターとの交流

活動を紹介しています。青少年奉仕活動の捉え方、

考え方の一つとして参考となる内容ではないで

しょうか。 

 

３３ページ左側に「国際大会へのカウントダウン」

という記事があります。 

２０１９年のロータリー国際大会で役立つアプリ

の紹介記事です。こんな時代になったのか、

と思ってしまうミニ記事です。 

こんなアプリを使ってみたい、という動機で

国際大会へ参加。という会員も世界の中には

いらっしゃるかもしれませんね。 

 

続いて縦組みのページの紹介です。 

４ページからはおなじみのメイン記事「スピーチ」 

昨年の４月、第２６５０地区の地区大会青少年

フォーラム講演でのアーティスティックスイミ

ング日本代表コーチ川村雅代氏の「愛があるなら

叱りなさい」と題された講演要旨が掲載されて

います。 

読み始めると、「そうそう、私もそう思っていた。」

「やっぱりそうだよなぁ。」と、思わず口をついて

出そうになることが書かれています。青少年への

接し方、後進の指導等悩みは尽きませんが、

そういう立場におかれた場合の対応の参考にも

なるかと思える内容です。 

来年はオリンピックイヤー。そんなことも含んで

読んでみると、また一段と面白い記事なのかも

しれません。 

ご一読をお勧めします。 

 

９ページからは「クラブを訪ねて」。 

２３年間例会出席率１００％という八戸東ロー

タリークラブが紹介されています。 

目を疑う、信じられないような記録はどうして

生まれたのか。そこには、ロータリアンとしての

心構えや会員一人一人の努力が記されています。 

例会出生率向上のヒントとして、是非読んでみ

てはいかがでしょうか。 

 

最後に３０ページの「声 ２月号の感想」には、

焼津南ロータリークラブの石田君の感想が掲載

されています。 

ご覧ください。 

 

以上、簡単ではありますが、ロータリーの友

５月号の紹介をさせていただきました。 
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《5 月～6 月の事務局開局日時》 

※ 開局日時は変更になる場合があります。 

最新の情報は、ホームページでご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（担当／平野君） 

月 火 水 木 金 

13 14 15 16 17 

10：00～ 

16：00 

10：00～ 

16：00 

9：30～ 

17：00 

閉局 閉局 

20 21 22 23 24 

閉局 10：00～ 

16：00 

9：30～ 

16：00 

10：00～ 

16：00 

閉局 

27 28 29 30 31 

10：00～ 

16：00 

閉局 閉局 10：00～ 

16：00 

閉局 

3 4 5 6 7 

閉局 10：00～ 

17：00 

9：30～ 

17：00 

14：00～ 

17：00 

閉局 

10 11 12 13 14 

10：00～ 

16：00 

閉局 9：30～ 

17：00 

14：00～ 

17：00 

閉局 

17 18 19 20 21 

閉局 10：00～ 

16：00 

9：30～ 

17：00 

10：00～ 

16：00 

閉局 

24 25 26 27 28 

10：00～ 

17：00 

閉局 閉局 閉局 10：00～ 

17：00 


