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第 1191回例会
デザイナー兼モデル、カーレーサーと活躍していまし

先日の「ひばりの夢コンサート」では、 たが、25 歳で事故死しました。もう一人、TOKIO の
皆さんのご協力の下、成功裡に終えるこ メンバー長瀬智也の父親もレーサーで、当時ジムカー
とが出来、感謝申し上げます。大変暑い ナのチャンピオンでした。脚が長く、モデルみたいに
中、駐車場整理や会場設営と、皆で力を 格好良い人だったのを覚えています。自動車レースに
合わせた事が結果に繋がったと思っています。
「ひばり 関わる人との繋がりや、面白いエピソードも沢山あり
の夢コンサート」を今後も続けて行くに当たり、予算 ますので、機会が有ればお話ししたいと思います。皆
的な事を含め、
「おとのわ」との協力関係（3 月の第 10 さんも、人との出会いを大切にして下さい。
回ふるさとコンサート等）を詰める必要があり、8／20
に会長・幹事・実行委員会メンバー・加藤大聖君と話 ・地区大会クラブ紹介写真送付の件

8／31（金）迄

し合いをしました。後程、クラブ協議会で話合いの内 ・9 月会長幹事会の案内 9／11（火）18:30 伊勢丹
容をお伝えし、皆さんのご意見を伺いたいと思います ・「第 36 回市民福祉の集い」案内
ので、宜しくお願いします。8／25～26 に行われた、
「も

パンフ･整理券有

9／30（日）13：30～16：00 市民会館

んじぇ祭り／相模女子大車椅子プロジェクト」の手伝 ・公共イメージ向上の為の広報誌の案内（税･
送料別）
いは、私と角尾会員のみで行いました。特に撤収作業

ROTARY 世界と日本（10 冊／500 円）

は角尾会員 1 人となり、大変申し訳なく思っています。

ROTARY あなたも新しい風に（5 冊／400 円）

この件も、今後どうして行くべきか話し合う必要があ ・米山記念館秋季例祭の案内 9／15（土）14 時
ると思います。何をするにしても、クラブの予算は厳 ・ 〃

賛助会員募集・100 円募金運動協力のお願い

しい状況にあり、年度目標の 3 名増強は必ず成し遂げ 週報受領

相模原南 相模原柴胡

なければならないと思っていますので、来月からは少 その他来信

米山梅吉記念館館報

しずつ動きたいと思います。皆さんも、候補者 1～2 名

ハイライトよねやま 221 号

をリストアップして頂きますようお願いします。
私も 70 歳を過ぎ、身体の衰えを感じるようになりま
した。無理がきかなくなり、無理をすれば大きな反動

例会変更

※ビジター受付＝クラブ事務局 ※受付無

8／31（金）津久井
9／7 （金）相模原グリーン※

がきます。最近、妻から「車の運転は 75 歳まで」と言 ゲスト＆ビジター
われてしまいました。よくよく考えたら、後 3 年で免

大谷

豊 様（相模原東 RC）

許を返納（!?）焦っています。私から車を取ったら一体
何が残るのか、この歳でも自動車レースは続けたいと 田所啓二
いう思いはあります。免許を返納しても、A 級ライセ

地区ロータリー財団委員

皆さんに、映画『ブレスしあわせの呼吸』のチラシ

ンスがあれば、公認競技でサーキットを走ることは出 をお配りしました。28 歳でポリオを患い、首から下が
来、今週土曜日は、私も以前参加したレースが筑波サ 全身マヒという状態で余命宣告を受けながらも、家族
ーキットでありますので、観戦に行く予定です。私が や友人と共に笑顔に満ちた幸せな人生を送った実話を
若い頃、最も憧れていたレーサーは生沢撤ですが、福 描いた感動のヒューマンドラマです。ロータリーのロ
沢幸雄（福沢諭吉の曾孫）も凄く格好良い人でした。 ゴも出ているそうですので、是非ご覧ください。近隣
当時、慶応義塾大学の学生であり乍ら、ファッション

では、MOVIX 橋本で 9／7（金）公開です。

オンリーという訳にもいかないので、今後の関わり方
小口会員：2019 年 3 月 17 日実施予定の「子どもの夢 が変わる可能性を話しました。彼らとしては、協賛金
叶えるプロジェクト」は、地区補助金受給が決定して よりも、地域の団体（RC、商店街等）が自分達の活動
いますが、申請する段階で、既に会場を押さえていた、 を支持してくれているという状況が欲しいそうです。
“おとのわ”の「第 10 回ふるさとコンサート」とジョ ボランティアや手弁当での活動も実際に行っていて、
イントして行う事で進めていました。会長の時間で話 出来れば名前だけでも、協賛金が気持ちだけになって
が有ったように、加藤大聖君を交えて、20 日に話し合 も構わないので、続けて頂きたいと言っていました。
いをしました。
“おとのわ”としては、相模原市からも 今この場で、対案がある訳でもない中で決めるのは、
補助金を受けていて、会場費の領収書等の宛名は、
“お 少々難しいのかなと思います。
とのわ”の名前でなければならず、相模原大野 RC 宛 宮崎会員：3 月の「第 10 回ふるさとコンサート」は年
では困るとのことでした。彼らとしては、1 部 2 部に 度内の事ですので、予定通りで良いと思いますが、そ
分ける事よりも、「おとのわの 10 周年記念」として他 の次からをどうするのかですね。来年 8 月の「第 3 回
からもスポンサーを募り、協賛金も頂いているという ひばりの夢コンサート」には会場費だけでも約 16 万
事情もあり、彼らのポリシーとしても、冠を「相模原 円掛かり、補助金が受給出来ても音響設備使用料・諸
大野ロータリークラブ」にする訳にはいかないという 経費等でどの程度の出費になるか、しっかりと見積を
事でした。“おとのわ”としても、10 年地道に活動し 出し、きちんとした会計報告が必要です。4 回目以降、
て来た節目なのでご理解頂きたいと言うことです。こ 毎年グリーンホールでの開催は無理があります。
うなると、補助金を使った RC の事業とするには無理 布野幹事：加藤君達も、お金ありきで大野 RC との関
が生じますので、今回は補助金を辞退し、一旦白紙に 係を続けてきた訳ではなく、大野 RC が支持してくれ
戻すことを双方で確認しました。以上が経過報告です。 ているというのが自分達にとっては何よりも有り難い
ここからは次年度の話ですが、既に、2019 年 8／3 事だと言っていました。
（土）、グリーンホールを押さえていて、会場費の支払 宮崎会員：是まで、様々な奉仕活動に関わってきまし
いが今月中です。各小学校の先生方も、次年度も是非 たが、我々が主体的に行動していくプロジェクトをし
やりたいという希望を持っていますので、それに対し て行かなければいけないと思います。そういう意味で
て補助金申請を改めて行う方向で話し合いが進んでい は「ひばりの夢コンサート」は素晴らしいプログラム
ます。名実ともに大野 RC の単独事業で、吹奏楽部の で、継続して行う価値があると思います。“おとのわ”
小学生と“おとのわ”が参加予定です。この件に関し にも可能な範囲で協賛できればと思いますが、
「相模女
て、皆さんのご意見をお願いします。

子大の車椅子」に関しては考え直す必要があると感じ

座間会長：（田所会員に）今年度の補助金を辞退して、 ています。補助金申請を考えるのであれば、次年度以
改めて申請し直すことはできますか？実行委員長は？

降の奉仕活動を考えて行く時期だと思います。

田所会員：問題ありません。私は地区の委員長なので、 小口会員：事業の見直しをするに当たり、近年の活動
実行委員長は出来ませんが、クラブ内でのアドバイス と経費を一覧にし、その上で話し合う事を提案します。
はさせて頂きます。次年度分の申請は 11 月です。
布野幹事：3 月に「ふるさとコンサート」があります
が、今年度は協賛（昨年度 4 万円、それ以前は毎年 10
万円）するのか？10 年目の節目を最後とするか、その
後も継続して協賛するのか、皆さんの考えは？
小口会員：先日懇の懇親の後、加藤君と呑んだ時に、
その事も含めて腹を割って話しました。クラブとして

出 席 報 告

は会計的に厳しいし、
“おとのわ”

スマイル報告
座間勇

会長

今年度累計

￥34,500

我がクラブのチャーターメンバーであ

る大谷さん、お帰りなさい!?

会員増強頑張ります。

今後の予定
9／12（水）相模原西 RC 例会訪問
9／19（水）青少年交換学生帰国報告
9／26（水）通常例会（卓話 or クラブ協議会）
10／3（水）【米山月間に因んで】地区委員

会員数

免除者

出席者

欠席者

他 RC メイク

その他 R 活動

本日の出席率

14 名

2名

8名

4名

1名

0名

66.67 ％

修正出席率
8／8 75.00 ％

