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［第 3 グループ内の例会日］

狭山(金)、新狭山(月)、入間(木)、入間南(火)、飯能(水)、日高(火)、狭山中央(火)
所沢(火)、新所沢(火)、所沢西(火)、所沢東(木)、所沢中央(月

第 1050 回( 8 月 4 日)例会の記録
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すが、もともと事前に予定を立てて行動すること

合
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の苦手な私は、宿泊先は別として、時間に余裕のあ
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る時に立ち寄る先は、現地についてから地元の
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米山奨学生

方々に伺ったりしながら翌日、或いは当日になっ

趙恩恵さん

て決めるというようなことが多々あります。この
時の旅行もいつものパターンで行動しておりまし

※出席報告
会員数

出席者数

出席率

前回修正

たが、二日目に富山で宿泊した先の料理長とやけ
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に気が合い、酒が進むにつれ会話が弾み、箸置きか
ら始まり、料理に合わせた食器・お酒に合わせた杯
やグラス・ホテル内外にセンス良く配置されてい

会長の時間

江原会長

る花瓶や調度品等々（※酒と食材については何と

先週の例会後、『ロータ

かついていけましたが、他は只々聞いているだけ

リーの友』7 月号を読んでい

でした）料理長の富山への熱い思いに心打たれ、翌

たところ、自分の記憶と重な

日の予定を決めたのです。

る写真と記事が載っており、

翌朝、出かける前に料理長が声をかけてくださ

懐かしさを感じましたので、

いました。前日の会話で私が酒好きと知った彼が

今日はそのことについてお

岩瀬にある酒商に連絡を入れておいてくれたので

話しをさせていただこうと

す。そして半日その酒商のオーナーに廻船問屋の

思います。

街を案内していただき、
『ロータリーの友』7 月号

それは、シリーズ【わがまち・・・そしてロータ

で紹介されていたガラス工芸作家の安田泰三さ

リー】で取り上げられていた富山県富山市の記事

ん・陶芸家の釋永岳さん・彫刻家の岩崎勉さんの各

で、
「北前船の湊・岩瀬

工房を見学させていただきました。酒商のオーナ

廻船問屋の街並みを再生」

と題されていました。中身については、皆様すでに

ー、料理長の紹介もあったからだとは思いますが、

お読みになっていらっしゃると思いますので割愛

親切に仕事内容を説明してくださり、御三方共に

させていただきますが、なぜ私がこの記事を読ん

ご自身の仕事に対する熱い思いと、この街での成

で懐かしさを感じたのかと言いますと。

功を望んでいるのだろうということが感じられた

今から 4 年前、平成 23 年の９月初めに車で北陸
方面へ三泊四日の旅行に行ったことがあったので

のです。前日に宿泊した先の食器やグラス・調度品
にも、彼らの作品が数多く含まれていたのだろう
と思います。

今回、この記事を読んで、機会があったらこの地
をもう一度訪ねてみたいという気持ちになりまし

「会員卓話」・・・・・・・・

た。当時はそれぞれの方からのお話しをただ聞い
ていただけで、私の方から質問することがほとん

宮野ふさ子会員
皆さんこんにちは。

どありませんでしたが、あれから四年経った今は

先日骨董の仕事の件をお話

私の方から伺ってみたいと思うことができました。

致しましたので、今日は私
が所属しているもう一つの
団体、国際ソロプチミスト

幹事報告

小島幹事

１. 特別月間（８月）名称変更のご案内について
変更前「会員増強・拡大月間」→変更後「会員

というボランティア団体に
ついて少しお話させて頂こうと思います。
国際ソロプチミスト誕生の起源は、1921 年にア

増強・新クラブ結成推進月間」に変更

メリカのカリフォルニア・オークランドに誕生を

２. 地区ガバナー事務所夏季休暇について

しております。当時ロータリークラブは既に誕生

３. 例会臨時変更
４. 受贈会報
５. 回覧物
8 月号

新狭山 RC

しておりましたが、女性が入会することができな

所沢、新狭山、所沢中央各 RC より
日本事務局財団室より財団ニュース
NPO 法人

難民を助ける会

AAR

かったため、恐らくロータリークラブに入会した
いと思っていた女性たちが入れないということで、
自分達女性のためのボランティア団体を作りまし
ょうということが本来の起源ではないかと言われ

ニュース８月号

ております。1921 年の誕生ですので、歴史は非常
米山奨学生

趙恩恵さん

狭山中央クラブの皆様こん

に浅いクラブでございます。
ソロプチミストという名前ですが、ラテン語で、

にちは、毎日暑い日が続いてお

「ソロ」というのが「姉妹」という意味、
「プチミ

りますが、皆様体調はいかがで

スト」が「最上のもの」という意味です。女性にと

しょうか。私は夏休みに入って

って最上のものを目指しましょうということが、

いますが、担当教授の先生の集

会の名前の起源となっているようです。

中授業に出席したりアシスタ
ントをしている為に忙しくまだ通っています。

ロータリークラブは、本当はロータリークラブ
と言わなければいけないのだと思いますが、ロー

最近の報告をさせていただきます、先月７月に

タリーと言われたり、クラブと言われたりしてい

米山奨学生のセミナーがあり参加して３分間スピ

ます。しかしソロプチミストはソロプチで切る人

ーチをさせていただきました。その３分間の中で

が多いのですが、ソロプチと言うと非常に怒られ

中心的に話したのは、今私が狭山中央クラブのお

るのです。ソロプチミスト、女性にとって最上のも

蔭で勉強に集中できることに感謝している事を伝

のと、最後まで全て言いなさいと役員の方に指導

えました。

されております。

来週は秩父音頭まつりがありますが、私は会社

このクラブの歴史は先ほどお話した通り、1921

の初の内々定式があり参加出来ないのがとても残

年米国カリフォルニアのオークランドに誕生、初

念です。９月は米山奨学生にとって重要な研修旅

代会長がヴァイオレットリチャードソンさんとい

行があるのでそれには是非参加したいと思ってい

う方なのですが、私今日の卓話をしようと色々調

ます。会社の内定も貰いましたので、論文の事もあ

べましたところ、ロータリークラブはポールハリ

りこれからは夏休みを利用して図書館に行ったり

スの職業が弁護士だと必ずついてまわるのですが、

して資料などを集めたり有効に使いたいと思って

ヴァイオレットリチャードソンさんの職業がどこ

います。いつも、皆様のお蔭で勉強に集中出来るこ

にも出ておりませんでした。ネットでもさんざん

とに感謝しています、ありがとうございます。

調べたのですが、女性の専門職としか出ておらず、

何の仕事をしていたのか、今まで職業のことがあ

次に日本のソロプチミストについて言いますと、

まりでなかったので私も初めて気が付いたのです

日本のソロプチミストは、ロータリークラブと一

が、職業があまりはっきりとしておりませんでし

緒でアメリカ連盟の一員で、アメリカ連盟の約

た。今度何の仕事をしていたのかきちんと聞いて

35%を占めています。アメリカ連盟 19 ヶ国ある中

みようと思っております。

のたった 1 国である日本が 35%を占めているとい

日本にソロプチミストが誕生したのが 1960 年、
東京に初めて誕生致しました。そして 1964 年に 3

うことなので、日本の女性が非常にソロプチミス
トに対して会員数が多いと感じました。

番目のクラブが京都に誕生致しました。この 3 番

日本のソロプチミストは、北リジョン、中央リジ

目のクラブの初代会長が、裏千家の 14 代目・千宗

ョン、西リジョン、南リジョン、東リジョンの 5 つ

室さんの奥様、千嘉代子様で、この 3 番目のクラ

のリジョン（地域）に分れております。この中で埼

ブから初代ガバナーが出まして、千嘉代子様が初

玉県は東リジョンに属します。東リジョンは東京

代ガバナーでございます。そして初代ガバナーを

都と 8 県（新潟・山梨・群馬・茨城・神奈川・栃

記念致しまして、これは女性らしいなというとこ

木・千葉・埼玉）からなっており、今現在東リジョ

ろなのですが、10 月に初代ガバナーの命日がござ

ンには 85 クラブございます。私たちのクラブは小

いますので、10 月の例会は必ず、千嘉代子様を記

澤さんの奥様が初代会長で、今年 12 年目となりま

念致しまして、どこのクラブでもお抹茶を点てて、

す。私たちが立ち上げた時に東リジョンの 100 番

お抹茶を献茶し、自分達もお抹茶を楽しむといっ

目のクラブとして認証されたのですが、現在は 85

た例会になっております。

クラブと、10 年間で 15 クラブが無くなってしま

裏千家の 14 代目の奥様が初代ガバナーになら

い、会員数の減少の一途をたどっております。東京

れたので、各地でお茶の先生たちがソロプチミス

には 30 クラブございますが、しかし埼玉県には私

トを立ち上げなければと、お茶の先生たちを中心

どもの埼玉カメリアと川越を中心とした埼玉クラ

に色々なクラブが立ち上がったということがこの

ブの 2 クラブしかなく、クラブの数も人数も東京

クラブの誕生の大きな要因になっているようです。

に非常に集中しているということが現状でござい

ソロプチミストとは、ロータリーインターナシ
ョナルと一緒で、4 つの連盟からなっています。

ます。
東リジョンの大会が、毎年 4 月の第 3 週もしく

①アメリカ連盟：19 ヶ国/1,360 クラブ

は第 4 週に日曜日、月曜日という 2 日間でござい

②ヨーロッパ連盟：58 ヶ国/1,258 クラブ

ます。この時には新潟、茨城、群馬の方は日帰りが

③グレートブリテン&アイルランド連盟：

できないものですから、泊まりの方が多いのです

27 ヶ国/346 クラブ

が、800 人からの女性が各地から集まってきまし

④サウスパシフィック連盟：13 ヶ国/139 クラブ

て、一斉にニューオータニでパーティーの食事を

全部で 120 ヶ国、約 3,000 クラブ、約 80,000 人の

するのです。それはそれは凄いことで、800 人に温

会員が世界中にいるのですが、ロータリーと比べ

かい食事を出すサービスも非常に大変ですが、800

てみますと、ロータリーは 200 ヶ国以上の国にロ

人のおばちゃんとおばあちゃんが集まるとこんな

ータリークラブがありまして、今年の 2 月現在ク

に凄いのかというくらい、今身に付けている宝飾

ラブ数が 34,823 クラブ、会員が約 1,207,000 人と

品等全部そこに置いてと言ったら、何億の世界に

いうことなので、会員からいうと 120 万対 8 万と

なるくらい華やかな世界で、ロータリークラブの

いう、ソロプチミストはロータリークラブと比べ

地区大会とはずいぶん違うなといつも感じながら

ると 1/10 にもならない、非常に規模の小さなボラ

出席しております。

ンティア団体になると思っております。女性しか

ソロプチミストの活動ですが、ロータリークラ

入れませんので、元々の牌は半分なのですが、それ

ブと一緒で奉仕活動が主なのですが、何せ女性と

にしても随分少ないと、改めて数を見まして思い

女児のために女の人たちがボランティアをしまし

ました。

ょうということなので、女性に対する顕彰事業が

非常に多くあります。一つは夢を生きる賞、これは

カーを寄贈致しました。また毎年児童施設、これも

女性のための教育訓練賞という賞を、リジョン大

調べてみて驚いたのですが、児童施設とは親の虐

会の時に差し上げるのですが、家族を支えながら

待や親が刑務所に入ってしまって育てられない等

学校に通いつつ、将来のために勉学に励む人に賞

の子どもを預かって育ててくれているところなの

金を授与しましょうという奉仕活動です。しかし

ですが、埼玉の南西部には児童施設の数が非常に

アメリカで考えた制度ですので、日本では難しい

少なく、あるのが毛呂山の神愛ホームさんと日高

部分がありまして、学校に通いながら家族を支え

の同仁学院さんの 2 校しかありません。しかも日

る、生計も立てている人はなかなかおらず、そうし

高や毛呂山といった非常に人口が少ない所で、ど

た方を探していくと、昼間病院で働き、夜看護学校

ちらもキリスト教会系の福祉団体で、狭山や所沢、

に行って看護師の資格を取っているという方に集

入間も川越はこんなに人数がいるのに、そうした

中してしまう、毎年看護学校に通っている方に賞

施設に対してはなかなかできないな、どうしてな

を差し上げるということが現実となっております。

いのだろうと疑問に思いました。

これは一番苦労して一生懸命頑張っている人に

この児童施設は、18 歳になると国からお金が出

500$（約 50 万円）、2 位（3 名）の方に 300$（約

なくなるので卒業しなければならないのですが、

30 万円）、3 位（5 名）に 200$（約 20 万円）とい

卒業する時に独立する支援として国から与えられ

う賞金を差し上げます。

るお金が 14 万円です。14 万円だと、本人たちが

また、夢を拓く賞という新しいプログラムが始

アパートを借りて敷金・礼金等通常に払うと何も

まったのですが、これは将来の夢を持つ女子中学

残らなくなってしまうので、私たちが卒業祝い金

生・高校生で、資金的に困難な生徒に資金援助をす

として、本当に僅かなのですが一人 3 万円のお金

るプログラムです。今年立ちあがったばかりで内

を差し上げて、その 3 万円で、例えば就職先へ行

容がよく私にもわからないので、どのように取り

くためのスーツを買ったり、バックを買ったり、靴

組んでいくのかと思っているのですが、米山奨学

を買ったりする為に使って頂くということで、約 8

生のように、中学生や高校生に奨学金をあげる制

年間、両施設で 5 名ずつ位の卒業生がいるのです

度になるのかと思っております。

が、その人達に御祝金を差し上げています。

もう一つがユースフォーラムという、2 年に 1 度

国際支援と致しましては、ベトナムの孤児院に

なのですが、高校生にテーマにあった論文を書い

毎年 5 万円の寄付をしております。これは会員の

てもらい、それを募集して発表会をしようという

親睦という意味もあるのですが、3 月に行ける会員

ものです。今年のテーマは「世界の女児の問題を考

だけベトナムへ行き、孤児院に 5 万円の日本円を

えよう。男女による教育の違いはなぜ起きる」とい

置いて来るという活動をしております。孤児院も、

うものです。男女関係なく各高校から論文を頂き、

やはり女性のために活動をしておりますので、ベ

8/28 に青山の国連大学で発表会を行い、1 位~3 位

トナムの尼さんが経営している孤児院に 5 万円を

までの優れた論文を書いた方に賞金と賞状をあげ

置いて来るという活動をしております。

るというプログラムです。東リジョンが来年 30 周

ロータリークラブとの違いは、まずは会員が女

年を迎える関係で、今年は特別委員に池上彰氏が

性のみということが一番大きいです。また事務局

来て高校生にお話をするということで、講師を呼

がいないので、自分達で全て事務局も運営しなけ

ぶことには大変苦労したらしいのですが、ソロプ

ればならず、事務作業が非常に多いです。そして圧

チミストのメンバーにも非常に人気で、たくさん

倒的に知名度が違い、ロータリークラブはどこに

人数が行くような形になっております。

行っても皆さん知っている方が多いのですが、ソ

私の所属する埼玉カメリアではどんな活動をし

ロプチミストはほとんど知らないということが現

ているかと言いますと、先ほど申しました通り、初

実です。例会は月に 1 回、地区役員（ガバナー）

代会長が小澤さんの奥様の小澤久代さんです。一

は、ロータリーが 1 年に対して 2 年任期となって

昨年 10 周年記念を迎えまして、その時に青色パト

おります。1 年目でやり残したことを 2 年目にで

きるので、私この任期 2 年を非常に良いと思って

うには、娘が引っ込み思案で駄目だから、年下の男

おります。

の子、そして自分が指示するような子で積極性を
持たせたいから雇ったということです。他所の高
高田虎光会員

皆様こんにちは。
先日約 30 年ぶりに地元

校にばれて、通学路の近道では、5~6 人に待ち伏せ
をされ、ぼこぼこやられたことがあります。
唐津には車で 20 分位の間に城が 2 つあります。

に帰りました。私の地元は

本当は唐津とは言わず、東松浦郡の先の方の「唐津

東京から福岡に行って、福

城」とはその後にできたのです。

岡から地下鉄で唐津に行

豊富秀吉が 1590 年位に九州を治めて、朝鮮半島

き、唐津からまたバスとい

に出兵をするということで、何もない所に秀吉が、

う所にあります。

全国大名が 200 以上、総勢 30 万とも、60 万とも

中学校の野球部の同窓会で、私たちのクラスだ

言われているのですが、最後の 2~3 年間はそこが

けでしたので 10 人くらい、野球部の当時新任だっ

政治経済の中心街であったと言われております。

た先生が、大学を卒業して最初の生徒で野球部だ

今呼子と言ってイカを食べるところがあるのです

ったため、思い出深いということで、先生が 80 歳、

が、そこに遊郭ができており、そこに船で通ってい

奥様が 77 歳、そして先生が癌の手術をして 10 年

たということです。

目、奥様が乳癌の手術をして 6 年目、もうお二人

豊富秀吉が攻めて、そこの城跡及び陣跡、資料の

とも大丈夫だということで、会いたいと思い顔を

赤い字で書かれている部分は国が指定したのです

出してきました。

が、これで何年間も朝鮮の方に行って馬鹿なこと

私は高校のときまで絶対に野球をしたかったの

をしたものです。

ですが、私の父はもの凄く恐ろしい人で、日本男児

私が皆で韓国に行ったときに、一番偉い人が 2 人

は剣道をしなければいけないという人でした。そ

いて、ハングル文字を作ったセジョンデワン王様、

して野球とは進駐軍が持ってきた遊戯だと、中学

その上にイ・スンシン将軍なのです。私たちがロー

校は良いけれども高校は許してくれず、高校にな

タリーで行ったときには、イ・スンシン将軍のとこ

って家族が野球をさせるために父親から離してく

ろばかり連れていかれました。韓国では豊富秀吉

れ、唐津の城内、大名小路ということころに下宿を

に勝った人が一番偉い人なのです

させてくれました。

私たちも豊富秀吉に荒らされたのです。あれさ

先日行きましたらすこし面影が残っていて、隣

えこなければ、良い殿様がいて、岸岳城という綺麗

の家だけはあばら家だったのですが、そこに高校

なお城があったのです。秀吉がどんどんと攻め、良

の先生が言うには、平屋建ての家で、昔の武家屋敷

いお姫様がいるところは絶対に攻め殺すのです。

だろうと、私は四帖というところに住んでいたの

だいたい 7 年位いたらしいのですが、戦争に負け

ですが、四帖とは切腹する部屋しかないそうです。

てお城が壊れたということではなく、人為的に皆

そういえば、畳 3 帖に板張り 1 帖、そこにおばさ

で城を壊してしまい、バラバラにしてしまったと

んが１人、後家さんがいて、訳あって妹夫婦の子ど

いうのは名護屋城しかないそうです。

もを引き取り、そこに 2 人で住んでいるのですが、

名古屋城は愛知県しかないと言う方もいますが、

今までは女の子の下宿、女の子 1 人で 3 人だった

本当は肥前名護屋城が最初なのです。名護屋城を

けれども、どうもこの子が引っ込み思案で困ると、

なぜ壊したかといいますと、豊臣の時代を終わら

それでは兄弟で男の子をそばに 1 人おいてあげよ

せたいと思った徳川が、朝鮮半島と仲良くならな

う、その男の子も可愛い、良い子でなければいけな

ければいけないと壊して、そして次の徳川の時代

いと、私になったのです。凄く綺麗な高校 2 年生

になって今の唐津城になり、あとは伊達正宗が船

でした。そして私は高校 1 年生で、野球部は何で

で仙台に持って行ったと言われております。

も「はい」と言うので選ばれました。おばさんが言

最後に、秀吉に焼き払われた下級武士ではない

まあまあの武士の息子を連れて、後世にこのこと
を語り継げと、豊臣に仇を撃て、徳川を敵と思えと
いうことで、ものの話では、敵討ちをするために 6
歳位の子どもをずっと連れて、下関くらいで父親
が倒れたそうですが、それから男の子は東京まで

江原君

暑い日が続いておりますが、皆様体調の

行き、東京に来て東京の侠客を全てひっくるめて

管理をしっかりしておいて下さい。そし

江戸一の侠客になり、旗本にわざと騙し討ちをさ

て１８日の夜間例会にはご家族の方と共

れたようにして、仇を撃ったとされています。その

にお集まりいただけます様宜しくお願い

人の生誕の地には、昭和時代に人力で作ったので

致します。高田会員、宮野会員、本日の卓

すが、とても大きな石碑が建てられました。除幕式

話宜しくお願いいたします。

は双葉山でした。

小島君

仇を撃った男の子、赤穂は 47 士でしたけれども、

会員卓話の宮野会員、高田会員お話し楽
しみにしておりました。宜しくお願いし
ます。

その人はたった一人で江戸幕府と喧嘩をして、ず
っと後世に名を残しました。それは「幡随院長兵衛」

古谷君

２週、都合で欠席しました。

です。この人は架空の人ではなく生きているので

浜野君

米山奨学生、趙恩恵さんいらっしゃい。

す。今は何百年も経って、幡随院長兵衛の近くに記

高田会員、宮野会員、会員卓話楽しみにし

念館ができているのですが、これは村田英雄記念

ています。

館です。
このような時代ですので、戦争から帰ってこな

佐藤君

観測史上初の猛暑が続いておりますが、
水分を沢山取って乗りきるしかないです。

い人もいるということも聞くのですが、ある小学

会員卓話の高田会員、宮野会員ご苦労様

校の子どもたちは「～左衛門」
「～兵衛」という名

です。

前がついている子がたくさんいる、私の野球部の 2

会員誕生祝

稲見君

歳下の子もそうでしたが、やはり残党がたくさん

結婚記念日

益子君

残っています。

宮野君

