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母子の健康月間

皆さん　こんにちは。このロータリーのジャケッ
トとTシャツは発会員が作ってくださいました。実は、

ロータリーのジャケットがあればというお話しをし
たところ、それでは自分が作って会員の皆様全員に
プレゼントすると言ってくださいました。感謝です。
発さん本当にありがとうございます。会長としてこ
のジャケットを着る機会を作らなければならないと
思っています。次年度の津野エレクト何卒よろしく
お願いいたします。
ところで、先週の火曜日、甲子園に行って阪神タ
イガースの今季初勝利を見てきました。佐藤輝明選
手がホームランを打って勝ったときには、優勝した
かのような大騒ぎでした。次の日、水間会員が甲子
園に応援に行きましたが、９回裏２アウト後一球で
勝利というところで同点に追いつかれ、その後、逆
転負けしました。その後も、一分けを挟んで連敗し

ています。
それでも、日曜日、阪神タイガースのテレビ中
継で健気にも応援していました。その中継中に、
ロッテの佐々木朗希投手が連続三振を続けてい
るとの情報が流れました。急いで、ロッテの中継
を探してみましたが、なかなか見つけられず、やっ
とCS放送での中継を見つけ、オリックスの吉田正
尚選手から奪った１０者連続奪三振のプロ野球
新記録を見ることができました。どこまで、奪三
振が続くのか、ワクワクしながら見ていましたが、
１４人目の佐々木選手と同学年の紅林選手にセ
ンターフライを打たれて連続三振の記録が途絶
えました。しかし、その後も快投が続き、２７人目
にラオウこと杉本選手がピンチヒッターで出てき
ました。昨年度のホームラン王で小細工せずに
堂々と振り回すバッターなので、２８年ぶりの完
全試合と、一試合１９奪三振というプロ野球タイ

奉仕の理想 さくら
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担当： 津野会長エレクト担当： 会員
次年度会長方針森本ガバナー補佐訪問
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奉仕しよう
みんなの人生を豊かにするために
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今年度第２回のカイツブリ会を６／４（土）奈良
万葉カンツリー俱楽部にて開催します。
詳細はメールにて案内させて頂きますので、よろし

くお願いします。

４月は母子の健康月間です（皆さん知ってはり
ました？）。そこで、４月号は母子の健康月間に因
み、男性の育児と生理の貧困を取り上げています。
先ず男性の育児ですが、宮崎南ＲＣの岡崎会員
は、経営する会社の業務改善活動やペーパーレス
化に取り組み生産性が向上した結果、仕事にも時
間的余裕ができて従業員の残業時間も減り休み
を取りやすくなり、男性の育児休暇も取れるように
なったということです。従業員の方に育休をとって
よかったことは何ですかと質問したところ、仕事が
楽に感じるようになったという意見がありました。
当初何を言っているのか分からなかったんです
が、育児というのがどれほど大変なことか分かった
からということでした。なるほどな、と思いました。
今の若い人たちには当たり前のことになっている
んだと思いました。とは言っても、男性の育休取得
率は１２％ということで、まだまだ育休を取れる環
境にはなっていないようです。これからどのように
して上げていくかが問われています。

もう一つは生理の貧困という問題です。ここ１,２
年でテレビなどでも堂々と生理について議論が行
なわれており、生理という言葉を口にしなかった私
の若かった頃とは隔世の感だと思っています。し
かし、その話の中で、特に私を驚かせたのは生理
の貧困というのは、具体的には生理用品を買うお
金がない女性がいるということを言っているとい
う事実でした。広島東南ＲＣでは、広島大学のキャ
ンパスにワンボックスカー１台分の生理用品を配
布したとのことです。とても素晴らしい活動だと思
います。しかし、生理用品を本当に買えない人は広
島大学の女子学生ではなくて、もっと違う場所にい
るんではないの？という疑問を持ってしまう私は、
やはりひねくれているのでしょうか。

もう一つ面白い記事に、アンケート女性会員に
聞きましたというのがあります。回答者数は１１５
５人で、全女性会員の５人に一人の割合です。
男性会員の頓珍漢な気遣いやなんで女性だけ
にさせるのかなどについていろいろな意見があ
り、とても面白いです。
鶴見ＲＣにはそんな男性会員はいらっしゃらな
いと思いますが、見たくない男性会員の姿としてコ
ンパニオンに触りまくるというのがありました。くれ
ぐれもお気をつけ下さい。

４月は母子の健康月間です（皆さん知ってはり
ました？）。そこで、４月号は母子の健康月間に因

部長　稲垣　良二カイツブリ会報告

委員　水間　頼孝広報・IT・会報・雑誌委員会報告

「ロータリーの友」　4月号記事紹介

1.先日の４月９日2023－2024年度の地区研修・
協議会がありました。
私はオンラインでの参加でしたが、宮里ガバナー
の確固たる信念のようなものを感じさせらる演説
でございました。
2.本日、現委員会報告書を配布させて頂きました。
期限は４月２８日までですので何卒よろしくお願
いします。

幹事報告 幹事：須田 幸史朗

記録が見れるのではないか、と思って見ていました
ら、その通りになりました。
佐々木投手は、高卒３年目の２０歳５か月、なん
とプロに入って公式戦１４戦目での快挙です。この
日の１０５球は、本当にすごいの一言で、見ていて
興奮しました。テレビ解説は、元ロッテの強打者の
有藤さんでしたが、うるさいぐらい興奮していまし
た。
　最速１６４キロのストレート、１５０キロを超え
るフォークボールを難なく捕球し、見事なリードを
見せた松川捕手は、市立和歌山高校からのルー
キー１８歳です。特に、１０者連続三振の１０人目の
吉田正尚選手へのカーブ、カーブと続けた配給に
は、佐々木投手が試合後に、洒落たことをするな、
１８歳か、１８年のベテランか分からないと語って
いました。これからも、佐々木・松川のバッテリー
に注目したいと思います。
今週の日曜日は、巨人戦で甲子園に行くつもりで
すが、未だ一勝の阪神タイガースを見るよりも佐々
木朗希投手をテレビ観戦した方が楽しいかもしれ
ません。



秀 島 会 員 ウクライナ支援！
ふるさと納税が安心ですね。

田中（信）会員 ジャケット・Tシャツ新しくなりまし
た。発さん、ありがとうございました。

広 瀬 会 員 ごぶさたしています。
久しぶりに例会に参加します。

濃 添 会 員 春ですね！！

津 野 会 員 発さん、ジャンパー・Tシャツありがと
うございます！

吉 羽 会 員 発さん　ジャケット・Tシャツありが
とうございました。

田中（信）会員 4月10日詩吟の練成会が無事終わ
りホッとしています。
同好会の入会をお待ちします。

清 水 会 員 結婚記念日のプレゼント、ありがとう
ございました。

■昨年度の会費払戻分を木村会員と山本（良）
会員よりニコニコ箱にご寄附いただいております。

￥64,000.-　　累計　￥343,500.-

￥16,000.-　　　　累計　￥48,000.-

4月12日【1746回】

会員数　 　 　 　 2 8 名
（内出席規定免除  11名）

出席会員   13名中  9名

出席免除会員  11名中  8名

休止会員　　　   4名 

出 席 率 19/22  80.95%

ビジター　　　　 0名

ゲスト　　　　　 0名

出席総数　　　　 17名

前々回  10/26  Ｍ/Ｕ2名

修正出席率1 1 0 0 . 0 0 %
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先週行われました次年度理事会にて、8月を除く
毎月1回のみ例会開催時間を夜に変更する方針で
の年間行事予定案をお諮りしたところ、理事会決定
ではなく会員の意見を広く聞くべきという結論にな
りました。
ご意見宜しくお願いいたします。

＜夜例会の具体的提案＞
従来より、「1月 新年夜例会」・「12月クリスマス夜
例会」、数年前より年度最終例会の前あたりで「6月 
ホタルの夕べ夜例会」と3度の夜時間の例会を行っ
ておりました。
これに8月を除く８回の夜例会を加えたもので
す。
毎月の最終例会が夜になり、他はすべて通常通り
お昼の例会です。

卓 話

担当： 津野会長エレクト
次年度年間スケジュールについて

＜ 目 的 ＞
会員増強によるクラブの存続
＜ 趣 旨 ＞
・次年度は「会員増強とコミュニケーションを通した
クラブの活性化」を最も大事な目標にします。
　既に新会員候補者が数名おりますが、若い世代
の方をお誘いすると、どうして昼よりも夜の方が
出席しやすい方が多いです（私もそうです）。
　一方で、例えばお子様がおられる女性で、夜は出
にくいが昼の方が助かるという方もおられます。



【ご意見集約】

（賛成意見）
・新規会員増強の主旨であり、例会参加の選択肢
も増える

・新年度会長の独自色を出して進めたらいい
・若手の入会促進、コミュニケーションの場として
いい

（反対意見）
・コロナ禍で高齢者は遠慮する
・火曜日昼の例会が厳しければ、休日例会開催も
考えたらどうか

（その他意見）
・始めは隔月開催で効果を見たらどうか
・夜例会であっても例会行事はキッチリやること

・夜しか出れず昼例会に参加できない新会員につ
いては問題

・出席義務規定、SAAの役割、やり方等整理必要

多くのご意見いただきましてありがとうございま
した。
ご意見踏まえ細則に従い理事会にて方針決定を
進めてまいります。

担当：菊井会員

会員数を増やして活性化を図るためには、月に１
度程度は夜時間に変更し、可能性の幅を広げる
柔軟な対応をすべきと考えた次第です。

・アルコールは、クリスマス例会等と同様に、例会は
短時間で終了し、点鐘後の食事の段階から提供
するようにしたいと考えています。

本日のロータリーソング
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