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第 1218回例会
の献血活動です。この 2 つが終わって、私の年度内の

3／17（日）に開催された「おとのわ･ふるさとコン

大きなイベントは終了となりますが、新年度になって

サート」は大盛況だったようで、加藤大聖君から「有

直ぐ、8 月の「ひばりの夢コンサート」が控えていま

難うございました。皆さんにも宜しくお伝え下さい。
」 す。グリーンホールでの開催は、私達にとって初めて
と電話を頂きました。彼らも 10 年間の実績を積み、

の大きな経験で準備も大変ですが、皆で力を合わせて

更に頑張ると言っていましたので、今後を楽しみにし

進めて行きましょう。また、地区委員になる方は地区

たいと思いますし、これが 8 月の「ひばりの夢コンサ

なりの色々な事を見つけて頂きたいと思います。杉岡

ート」に繋がって行くことを期待しています。

GE にも協力して頂けると思いますので、地区内でも

今日は皆さんにご報告があります。昨日、宮崎会員

相模原大野 RC の認知度を上げて行きたいと思いま

から体調不良のため暫く例会に出席することができ

す。布野エレクトも公私ともに大変な中、会長を引き

ないと連絡があったそうです。昨年末に検査の数値が

受けてくれましたので、私も精一杯支えて行くつもり

良くないと仰っていたので心配していましたが、歩行

です。是非皆さんも、布野会長・齋藤幹事年度を支え、

にも支障があるようです。体調が回復するまで、当分

立派な「ひばりの夢コンサート」になるよう頑張って

の間は出席免除会員として治療に専念して頂きたい

行きましょう。宜しくお願いします。

と思いますが如何でしょうか。宮崎会員には 1 日も早
いご回復を願うばかりです。私達の年代になると、身

・2019₋20 年度地区役員･委員就任委嘱の件（敬称略）

体的にも衰えを感じますが、せめて頭は衰えないよう

R 財団委員会委員、補助金管理委員長／田所啓二

何事にも積極的に取り組む事を心掛けています。先日

青少年交換委員会委員／座間勇

も、田名公民館で｢ワインの話｣してほしいと頼まれ、

公共イメージ委員会委員／角尾彰央

2 時間ほど話をしてきました。皆さん興味深く聞いて

・青少年交換オリエンテーション開催案内

下って、嬉しく思いました。地域の方達と関わること

4／6（土）15：00 第一相澤ビル

は大事で、私自身も皆さんから力を貰いますし、ロー

週報受領

タリーもそう言う場所だと思います。次年度も、田所

その他来信

会員、角尾会員、私の 3 人が地区委員として活動しま
す。多くの出会いがあり、ネットワークが広がれば、
クラブの奉仕活動にも良い影響が出ると思いますの
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で、毎週の例会と共にロータリーを楽しんで頂きたい

3／22（金）津久井

と思っています。5／19（日）には相模湖プレジャー

3／25（月）相模原東※

フォレストで｢名車ソムリエ｣と題したチャリティイ

3／26（火）相模原中※

ベントを行います。地区公共イメージ委員長にも電話

3／28（木）相模原※

をし、良いお返事を頂きました。クラブとしては「ひ

3／29（金）大和田園

相模原柴胡※
宜しく
お願い
します！

ばりの夢コンサート」もありますので、こちらは、私

ビジター＆ゲスト

と角尾会員で準備を進めさせて頂きます。形が出来た

判治君代 様（賃貸管理業／元相模原西 RC 会員）

頃に、皆さんにも見て頂き、大掛かりなカーフェステ

最近迄相模原西 RC に在籍していました。今回お誘い

ィバルにしたいと思っています。その次は 5／29（水） 頂き憂鬱でしたが、仲間に入れて頂きたいと思います。

集まるそうです。元 RI 理事の小沢さんをはじめ、地区
角尾彰央

の歴代 PG も勢揃いするような事も仰っていました。

会員

先日の「ふるさとコンサート」に行ってきました。 世界中を見ても、女性の活躍が目に付きます。私も、
午前中は未就学児と小学生対象で、齋藤会員もお子さ

インドやパキスタンに行きますが、女性の保健師さん

ん連れで参加されたそうです。午後は大人の部でした。 達が活躍していてポリオ撲滅に貢献しているのは女性
第一部おとのわメンバーの演奏は勿論ですが、第二部 3 です。別の場所で聞いたパキスタンの話を紹介します。
小学校吹奏楽部の演奏も大変素晴らしく、鑑賞してい

登山家の長谷川恒夫氏（1947～91）はパキスタンの

た方達にも大好評でした。お客様の入りは 6～7 割程度 山々を愛し、1990 年にウルタル（7388 メートル）に
でしたが、小学生の演奏が終わると空きが目立つよう

挑戦したが失敗。翌年、再度挑戦したが雪崩にあって

になりました。第三部は中学生のコーラスでしたが、

亡くなり、彼の遺志を継いで夫人が学校を創り 1997

是もきれいで素晴らしかったことを報告します。

年に開校したのが「ハセガワ･メモリアル･パブリック･

3／23~24 にインターアクト 1 泊研修があります。私 スクール」です。既に 20 年位経ち、今では幼稚園から
も地区委員として参加しますので、後日報告します。

大学までの大きな学校になっているそうです。パキス

田所啓二

タンは以前、男女別学でしたが、長谷川さんは男女共

地区財団補助金管理委員長

昨日、地区委員会がありました。次年度の補助金プ

学の学校を創りました。女子は大変熱心に勉強し、都

ロジェクトに申請済みが 12 クラブ、申請予定が 13 ク 会に出て社会貢献したいと言う、高い志を持っている
ラブ程あるようで、約 25 件の申請が予測されています。 のは殆ど女子だそうです。逆に男子学生はあまり勉強
今年度よりも申請件数が多く、尚且つ次年度の予算が

せず遊んでばかり、職に就けない、チャンバラごっこ

少なくなっています。大野 RC は 4 番目に申請が出さ

が好きで皆兵隊になっていく、よって紛争が無くなら

れましたので、順位としては良かったと思っています。 ないという悪循環の中、男女共学の学校を創ったこと
折角出して頂いたプロジェクトなので、簡単に切るこ

で男子も刺激を受け勉強するようになり、パキスタン

ともできず、なるべく多くの申請に応えたいというの

が良くなっていったと聞きました。女性の活躍が社会

が地区の考え方です。よって、減額要請があるかも知

を支えていると、私も最近思うようになりました。歴

れないという事を承知しておいてください。4／2（火） 史を振り返っても、女性優位の方が社会が安定してい
に予備審査をして、4／5（金）に選考委員会がありま るように思います。男性が権力を握るとテリトリーを
すので、プレゼンは是非頑張って頂きたいと思います。 拡げようと争いになる、その歴史の繰り返しだと感じ
昨日の委員会で配られたのが 3／7 の朝日新聞に掲載 ています。縄文時代は女性が家族･社会の主役で、半径
された、中満泉さんの記事です。元財団奨学生で、現

3ｋｍ位をテリトリーとして、自給自足の生活をしてい

在国連事務次長として活躍されています。また、偶々

ました。女性主役の社会が 1 万年も続いたのは奇跡的

西 RC の田島先生とお会いし、かめりあ RC の話が出ま と言われています。女性優位の方が、社会全体が安泰
した。全て女性会員ですが、何かアドバイスするとす

な様な気がしています。国連の№2 として活躍する中

ぐ行動に移し、きちんとこなす所に女性のパワーの凄

満さんの様な方が更に増えることを期待しています。

さを感じると仰っていて、中満さんの記事と合わせて、
その様な話をしてきました。財団奨学生は女性が多く、
以前、彼女たちの話を直接聞く機会が有りました。男
性は留学を終えると日本に帰ってきますが、女性は帰
ってきても居場所がないそうです。経験を積んでも日
本国内で評価される場所が無く、優秀な人材が海外へ
出てしまうというのが実情です。相模原かりりあ RC
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今年度累計
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判治君代さん、ようこそいらっしゃ

いました。クラブ入会期待しています。

今後の予定
4／3（水）卓話｢
第 5 グループの歴史と繋がり ｣小川忠久様
4／10（水）外部卓話／橋本弘 様（B-Sports 会長）
4／17（水）卓話「税務の心得」齋藤美希子会員
4／24（水）→ 4／21（日）地区研修・協議会
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