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第 1242回例会
例え薬を貰っても何を飲んでいるのか分からない、教

9 月は「基本的教育と識字率向上月間」 育を受けられないから何が良くて何が悪いのかもわか
です。世界で約 8 億人の成人が、読み書 らず、情報があっても理解できません。私達は情報過
きが出来ないと言われ、ロータリーでは 多の中で生活していますが、言葉は凶器にもなり、人
力を入れています。私達は当然のように を救う事もできるという事を改めて実感しました。
読み書きが出来ますが、果たしてコミュ
ニケーションがしっかり取れているのか、私の中にも ・2020-21 年度実施向第 1 回地区補助金説明会の案内
疑問に思う部分があり、人に確実に伝わるようにする

10／26（土）13～15 時

第一相澤ビル 3F 会議室

ことの難しさを感じています。皆さんは尾藤公（びと ・相模原中 RC㝡住様、ホノルル国際大会ツアーの件
うただし）さんをご存知でしょうか。私が生まれる前

参加希望者は 9／27 頃までにご連絡を。

の事なのですが、1965 年頃から和歌山県立箕島高校野 例会変更

※ビジター受付＝クラブ事務局 ※受付無

球部の監督を務めた方です。監督就任 3 年後には、東

9／24（火）相模原南 相模原中※

尾修氏（元西武ライオンズ監督）らを率いて甲子園に

9／25（水）相模原西

初出場、その 2 年後に島本講平氏（南海ホークス、近

9／26（木）津久井中央

鉄バッファローズで活躍）を擁して優勝しています。

9／27（金）津久井

高校野球界では輝かしい経歴の持ち主です。甲子園で

9／30（月）相模原柴胡※

エラーが続いた時、選手を鼓舞するのに「お前たちの

10／2（水）相模原西

エラーは覚悟している。3 回位は織り込み済みだ。」と その他来信

相模原グリーン※

ハイライトよねやま 234 号

言って、選手を安堵させる言葉を掛けたそうです。或 ≪理事会報告≫
る大会では、相手選手のエラーでチャンスが舞い込み、 * 9･10 月プログラム変更の件
勝利目前で自分達の選手がミスをした時に「相手選手

9／18･25 はクラブ協議会【今後のクラブ運営について】

のエラーで私達が勝ったら、あの子は一生十字架を背

10／30 ⇒ 10／26 の移動例会は保留(通常例会？)

負っていくんだ。お前はあの子を救ったんだ。」という * 地区大会手伝い（リハ／中丸会員、当日／齋藤幹事）
言い方をしたそうです。
「抜萃のつづり」からの話です * 北九州豪雨災害義援金‥奉仕会計(社会奉仕)より拠出
が、題名が「心に響く言葉」です。日本語は世界の中 ≪会長幹事会報告≫
でも曖昧な表現が多いですが、言葉の重さ、言葉に力 * 地区では毎月第 3 水曜日 16：45 より YouTube で
を持たせることもできますし、逆に人を傷つけること

ライブ配信中。フォロワー数約 450 人。皆さんも。

もできます。とても繊細な言語なのかなと思います。 * 地区 HP 奉仕活動一覧掲載中。興味ある方は参加を。
今回「ひばりの夢コンサート」を開催するにあたって、 * 11／15 公共イメージ･奉仕 P 合同委員会あり。4 分
ある方に「責任感・重圧感で押し潰されそうです。で

科会あり、各クラブ 4 名の出席を。

も僕は何故か逃げないんです。不思議です。」と話しま * RLI（Rotary Leadership 研修会）多地区では盛ん。
した。すると「それは責任感ではなく、使命感なのだ

テーブルディスカッション形式でロータリーを学

よ。」と言ってくれたその方の一言で、気持ちが救われ

ぶ。当地区も今後活用・普及を目指す。

たのを覚えています。読み書きが出来ない 8 億人の人 * 次）第 5グループAG2 人体制。IM・青少年交換は全体、
達は、病院に行っても何を言われたのか分からない、

会長幹事会は分かれて実施、正式決定は地区大会後。

実行委員長は基本的に動かず、指示や判断をする立場
布野会長：以前お話した通り、次年度も開催するか否 だと考えるので、齋藤幹事が適任だと思っています。
か、早急に決めなければなりません。学校側の希望は そういう組織を作れなければ難しいと思います。その
10～11 月で、会場予約の都合上、今月中にはクラブの 為には、役割を明確にし、系列的に組織立ってするし
意見を纏める必要があります。配布資料は田所会員が かないと思います。資金集めに関しては、パンフレッ
纏めてくれたアンケート集計結果です。判断材料にな トの広告掲載料、入場料等方法は幾らでもあると思っ
りますので目を通して下さい。大多数が「良かった」 ています。県相は演奏だけでなく、裏側の行動も素晴
と言う感想で安心しました。
「仲間づくり、子ども達の らしいものがありました。子ども達の手本にもなりま
可能性を引き出す、成長、競争の中でレベルアップ」 すし、今後も協力してくれると聞いています。何とし
等、情操教育に繋がる文言が多数で、開催に意義があ ても継続するべきだと思いますし、人手不足に関して
ったと感じました。ロータリークラブが使命感を持っ もサポートメンバーを募る事も可能だと考えます。
て活動している事に感動したという意見もあり、私達 座間会員：先ず資金問題をクリアしてから、開催するか
の活動を知ってもらう機会にはなったと思います。橋 否か判断するべきだと思います。大野 RC だけで難しい
本 RC が SNS 等で活動を PR し、会員増強に繋げてい なら、他クラブの協力を仰ぐ事もできると思います。全
ると聞いています。私達の活動をもっと周知していき 員が何らかの役割を担い、一人ひとり責任感を持ってや
たいと思っています。先日、東関東大会で共和小・谷 らなければ上手くいかないと思います。
口台小は共に銀賞に輝きました。谷口台小は金賞を逃 中丸会員：このプロジェクトは続けるべきだと思います
した悔しさがあり、銀賞が目標の共和小は喜び、先生 が、実行委員長は出来ません。今回、会長幹事は仕事を
同士互いに称賛し合ったと聞いています。子ども達も 相当犠牲にして動いていたのを知っています。それでも
コンクールと違って緊張感なく音楽を楽しめる「ひば 手伝えないというジレンマが私にはありました。仕事と
りの夢」は、貴重だったようです。次年度開催すると 並行してできる事は限られますし、今回以上のことは
なれば、資金集めが最も重要になり、実行委員長も直 厳しいと思っています。
ぐに決め行動を開始し、全員参加でなければなりませ 加藤会員：一番の問題は資金です。安易な考え方ではな
ん。それらを含めて皆さんのご意見をお願いします。 く、確実な事業計画を立てなければ駄目だと考えます。
齋藤幹事：今回の反省点は、手探り状態で進めた為、 この会員数で毎年継続開催となれば、我々も高齢化し、
会長幹事で動いてしまった事です。役割分担と工程表 動ける人数は限られてきます。大野 RC 主催、他クラブ
に沿って各自責任を持って動いて頂けるのか、実行委 に協力を求めるのは中途半端で私は嫌いです。移管する
員長の引受け手があるのか、場合によっては、他クラ なら一切タッチしないという覚悟が必要だと思います。
ブに移管し継続的開催して頂くことも考えられます。 布野会長：アンケートを見る迄は私も無理だと思ってい
宮崎会員：このプロジェクトは今後も是非残したいと ました。やるか否か、全員が力を合わせれば出来ると思
考えます。我々が始めたプロジェクトなので出来れば っています。今回は初めての事で、順次対応していく事
私達の手でやって行きたい。私の出来る範囲で可能な で何とか乗り切りましたが、次回以降は様子も分かるの
らば、実行委員長を引き受けても良いと思っています。 で、今回の様な大変さは軽減できると思っています。来
田所会員：クラブを一つに纏める自信が無いので、実 週もこの件について協議し、皆さんの判断を仰ぎます。
行委員長は出来ません。アンケートを纏める迄は、1

齋藤幹事：今回の準備・作業行動を整理し、次週までに

回きりで良いのかと思っていましたが、感想文には子 役割分担と工程表を作ってきます。その上で、全員の協
ども達の期待感が溢れ、それを裏切ることは出来ない、 力が得られ責任を持って動いて頂けるかどうかです。
それ程の責任が我々にはあると思います。
角尾会員：実行委員長は指名されればやりますが、人

出 席 報 告 望が無いので難しいと思います。

スマイル報告
判治君代

会員

今年度累計

￥40,500

北九州豪雨災害義援金のためにスマ

イルします。皆様、ロータリー活動頑張って下さい。

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

11 名

1名

0名

0名

91.67 ％

今後の予定 10/2(水)米山月間卓話／廖郁寧 様 10/9(水) 卓話／笠井会員 10/16(水) ⇒ 10/20(日)地区大会に振替

