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国際ロータリー第 2780 地区 

横須賀北ロータリークラブ週報 

2020～2021 年度 
 

例会日  毎週火曜日 12：30～13：30   

例会場  かながわ信用金庫追浜支店３階 横須賀市追浜本町 1－28 

       TEL 046（866）1515 

事務所  鈴木ハイツ 2Ｆ       横須賀市追浜町 3－22－202 

         TEL・FAX 046（866）1801 

      URL：http://www.yokosukakita-rc.jp/ 

         E‐mail: info@yokosukakita‐rc.jp 

              

 

会    長 前川 永久  副  会  長  芹澤 達之  

 

幹    事 武藤 修儀  会報委員 長  千葉  茂  

 

 

第２８０６回 ２０２１年 ３月２３日『火曜日』横須賀北ＲＣ 

 

点 鐘 

斉 唱   「君が代」 

合 唱   「奉仕の理想」 

唱 和   「四つのテスト」 

司 会   前川 永久 会長 

ゲスト   

ビジター 

丑年生まれのお祝い     小出 純子 会員（１９４９年２月） 

伊与田あさ子会員（１９４９年７月 

誕生日祝        伊澤 直樹 会員（１月２７日生） 

             飯倉 正俊 会員（２月 ９日生） 

      武藤 修儀 会員（２月１５日生） 

      小出 純子 会員（２月２０日生） 

             小菅 健史 会員（３月 １日生） 

             芹澤 達之 会員（３月 ９日生） 
入会記念日のお祝い    有本 親子 会員（２０１６年３月１日） 

             武藤 修儀 会員（２０１８年３月６日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

誕生日祝 

飯倉正俊 武藤修儀 小出純子 

芹澤達之 伊澤直樹 各会員 

    

   

入会記念祝 

武藤修儀会員 

丑年生まれの会員 

伊与田あさ子会員    小出純子会員 
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｢出席報告｣ 

 (本日)3 月 23 日 

総数 
出席対象

数 
出席数 出席率 

メークア

ップ 
計 

修正出席

率 

21 名 20 名 13 名 65.00％ 2 名 15 名 75.00％ 

（前々回)12 月 8 日 

総数 
出席対象

数 
出席数 出席率 

メークア

ップ 
計 

修正出席

率 

21 名 20 名 14 名 70.00％ 3 名 17 名 85.00％ 

 

「メーキャップされた会員」 

1/14 第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ三役会 前川永久会長・武藤修儀幹事（ZOOM） 

2/4  第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ三役会 前川永久会長・武藤修儀幹事（ZOOM） 

3/4  第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ三役会 前川永久会長・武藤修儀幹事（ZOOM） 

 

「ニコニコＢＯＸ」 

三役  皆さまこんにちは。やっと本年に入り初めての例会を開催することが

出来ました。改めまして、本年も宜しくお願いします。本日は多くの

会員の皆様、誕生日祝い、入会記念日のお祝いおめでとうございます。

本日は伊与田会員、小出会員丑年生まれの会員ｽﾋﾟｰﾁ宜しくお願い致

します 

伊与田あさ子会員 久しぶりの例会に参加でき大変うれしいです。お誕生日祝い、 

入会記念祝いの皆様おめでとうございます 

伊澤会員会計報告宜しくお願い致します 

小出純子会員 無事に過ごせていることに感謝でございます。 

誕生日を祝って頂き有難うございます 

芹澤達之会員 誕生日をお祝い頂きまして有難うございます。 

武藤修儀会員 誕生祝、入会記念日のお祝いをしていただき誠に有難うございます。

本年も宜しくお願い致します 

飯倉正俊会員 皆様お久しぶりです。誕生日をお祝い頂き有難うございます。 

本年も宜しくお願い致します 

伊澤直樹会員 ご無沙汰しております。引き続き感染に注意しましょう。 

１月２７日に誕生日を迎え４９歳になりました。 

壹岐義史会員 例会再開を嬉しく思います。宜しくお願いします 

竹永 薫会員 久しぶりの例会で皆様にお会いできて嬉しいです 

髙田源太会員 例会再開を心待ちにしておりました。本年も宜しくお願い致します 

山田秀雄会員 ご無沙汰しております 

 

ニコニコＢＯＸの合計は 28,000 円(累計 204,000 円) 

財団ＢＯＸの合計は 9,521 円（累計 62,781 円） 

ご協力有難うございました。次週も宜しくお願い致します 
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「会長あいさつ」 

今年初めての例会となります。宜しくお願いします。 

・２０２１年地区研修・協議会が４月１８日（日）ｵﾝﾗｲﾝによって 

開催されます。全体会議が午後１時～午後３時第１相澤ビル８階  

でｶﾞﾊﾞﾅｰはじめ一部地区ｽﾀｯﾌによるｵﾝﾗｲﾝを使ったﾗｲﾌﾞ配信形式  

にて開催されます。出席義務者においてはｵﾝﾗｲﾝ参加をお願い致します 

分科会に代えてﾃﾚﾜｰｸ研修を昨年と同様に行われます。４月上旬に案内が届きます 

・６月１２日～１５日の国際大会は台北でﾊﾞｰﾁｬﾙで開催されます 

・２０２１年４月～２０２３年３月（期間：２年）米山奨学生の世話ｸﾗﾌﾞを当ｸﾗﾌﾞが

お引き受けすることなりました。神奈川歯科大学の郭 育婷（ｶｸ ﾕｳﾃｨﾝ）さんで、

台湾の方です。ｶｳﾝｾﾗｰは佐々木佑倫会員にお願い致しました 

 

「幹事報告」 

◎ＲＩ日本事務局より３月のﾛｰﾀﾘｰレートは１㌦１０６円 

（現行１０４円）です 

◎ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所より 

 ①RI 第２７８０地区２０２３－２０２４年度地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ・ﾉﾐﾆｰ   

候補者告知 田島 敏久氏（相模原西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ） 

◎ﾛｰﾀﾘｰ財団より壹岐義史会員にﾎﾟｰﾙ・ﾊﾘｽ・ﾌｪﾛｰﾋﾟﾝが届いており  

ます 

◎回覧  

①2023－2024 年度地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ・ﾉﾐﾆｰ田島 敏久氏略歴  

②週報（横須賀 RC・三浦 RC・横須賀西 RC・横須賀南西 RC） 

③ﾊｲﾗｲﾄよねやま 250・251 ④社協おっぱま ⑤親睦ｺﾞﾙﾌ回覧 

◎配布 ①ﾛｰﾀﾘｰの友３月号 

◎本日例会終了後３月定例理事会を開催致します。関係理事の方は宜しくお願い致し

ます 

◎横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ・三浦ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ・横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ・横須賀南西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞより

例会のお知らせ受領 

 

「委員会報告」 

 

 ｢スピーチ｣ 

｢２０２０～２０２１年度上半期収支報告｣ 伊澤 直樹 会計 
 伊澤直樹会計より「2020～2021 年度上半期収支報告について 

資料に基づき詳細なご説明があり、例会にて承認されました。 

 

丑年生まれの会員ｽﾋﾟｰﾁ 

~女子はわきまえるもの～  伊与田 あさ子会員 

 

今を去ること６０年程前私が小学６年生の時、たまたま学級委員を

やっていて放課後一人担任の先生の手伝いをしている私に「今度の

児童会の副会長に立候補しないか」と先生が言いました。私は て

っきり冗談と思い、「どうせ出るなら会長がいい」と言ってしまった
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のです。 

するとみるみるうちに先生の顔が険しくなり、「お前何を言うんだ、会長は男子が

やるものだぞ。おまえ女子だぞ、わきまえろ」とかなり強い口調で言いました。 

どこかで聞いたような、今話題になっている言葉ですが。 

私はうっかり言ってしまった一言にまさか今更冗談と言えず、しかも先生のあまり

の豹変ぶりに驚いて「出ません、出ません、なんにも出ません」と言い残してﾗﾝﾄﾞｾﾙ

をわきに抱えて一目散に家へ逃げ帰りました。もちろん誰にも話せませんでした。 

ところがその日の夕方、私の家はﾚｺｰﾄﾞ楽器店ですが、学校帰りにその先生がお店

に寄ったのです。丁度母と私はﾊﾞﾚｴのけいこ場にいて、父が応対に出ました。 

「おたくの娘さんに児童会の副会長に立候補を勧めたら、どうせ出るなら会長がいい

と言うのですよ。会長は男子がやるものですよねえ、お父さん」という先生に、何も

知らない父は「ああ、あさ子なら言うかもしれない、あれは上の二人が男兄弟で、小

さいころから魚釣りや、ﾁｬﾝﾊﾞﾗにくっついて遊んでいて男だ女だと、こだわってない

です」と言ってしまったのです。先生は会長は男子生徒に限るという決まりはないが、

これまで女子がなったことはないと言って、ﾚｺｰﾄﾞを１枚買って帰ったそうです。 

その夜、父が「さっき先生が店に来たとぞ」と言った時は、もうてっきり父に叱ら

れるとﾋﾞｸﾋﾞｸの私でしたが、以外にも父は穏やかに、変なこと言わないようにとか、

長いものに巻かれろとか、男の人を立てろとか、小学生の私に説明するのに困ってい

る様子で、当の私はわかったようなわからないような気持だったように思います。 

ただ、父がぽつんと言った「お父さんは、そろそろあの朝礼台に女子の会長さんが立

ってもいいような気がするがなあ」の一言に救われた私でした。 

男、男、男、たまに女 
高校に入った時のことです。私は将来ﾊﾞﾚｴの道へ進みたくて週４日ﾚｯｽﾝがあるため、

家から一番近く兄も通っていたので地元ではﾄｯﾌﾟ校でしたが、希望通り入学すること

になりました。 

さて、入学式の日会場に着くと「男、男、男、たまに女。男、男、男、たまに女。男、

男、男、やっぱり男」 

「わあー、なにこれ！」ｸﾗｽの５０人近くが男子で女子は８人、しかも９ｸﾗｽもあるの

にどのｸﾗｽも同じ。 

後日卒業した中学校の先生に友達と挨拶に行った時、女子生徒が少なくてびっくり

した話をすると、先生は「女子はそれぐらいしかあの学校の点数取れないんだよ」と

いうのです。 

私の友達が「それって、女子は頭が悪いってことですか、先生」と言ってしまい、

私は「まずい！６年生の時みたいになったらどうしよう」と思い、すかさず「違う違

う、私たち女子は小さい時から女は馬鹿でかわいいのが一番とか、適齢期、２３歳ま

でに嫁に行ってくれだとか、女に学問はいらないとか、私も明治生まれのおじいちゃ

んに、あさ子は大きくなったら踊りに進むんだから勉強せんでもええと言われて育っ

たの。だから私たちより頭のいい女の子はいっぱいいるはずなのに、勉強しなかった

だけだと思う」と必死で大演説をしたのを覚えています。現にその後、世の中に塾や

予備校が次々にでき、女子が続々と通い東大や有名大学にたくさん入るようになりま

した。 

私の話を聞いていた先生は、「そうだ、伊与田さんの言っていることは確かだ」と

納得していました。私はああよかった！めでたしめでたしでした。 
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【小出 純子 会員】 
緊急事態宣言が明け、皆様とお顔を合わせてお時間を共にさせて

いただけますこと心より嬉しく思っております。また、このような

久しぶりの例会で貴重なお時間を頂戴しご挨拶させて頂きまして

誠に有難うございます。 

 令和３年２月に６回目の年女としての節目を迎えさせていただ

くことが出来ました。 

 ｺﾛﾅ禍で通常の生活ｽﾀｲﾙが変わりゆく中、元気に誕生日を迎えることが出来ます事

は、横須賀北ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ様の末席に置いて頂いているお陰と感謝申し上げます。移り

変わりの激しい現代社会において、自分にも役に立たせてもらえることがある。まだ

まだ頑張れる。と前向きに日々を過ごしてまいれることに感謝し、皆様の前で次の丑

年の年女のご挨拶をできるよう頑張ってまいりますので宜しくお願い申し上げます。 

 

 

～例 会 風 景～ 
 

 

 

 

行事予定 

〈クラブ〉  

２０２１年 

  ４月 ６日（火）通常例会 かながわ信用金庫追浜支店 12：30～ 

PETS 報告 髙田源太会長ｴﾚｸﾄ 

第８回定例理事会 13：30～14：30  

    １３日（火）通常例会 かながわ信用金庫追浜支店 12：30～ 

               卓話 片平修一会員 

               第 4 回ｸﾗﾌﾞ協議会 

    ２０日（火）通常例会 かながわ信用金庫追浜支店 12：30～ 

               第 4 回ｸﾗﾌﾞ協議会「60 周年記念事業について」 

               竹永 薫委員長 

               地区研修・協議会報告 

                

                  

   

 


