
・点　鐘　木川会長

・ソング　我等のなりわい�

・卓　話　島田　稔様�

【会長報告】『ミニ卓話』

　１９４７年１月２７日、ポール・ハリスは自宅で

この世を去りました。享年７８歳。１月３０日、

小雪の降る中、葬儀が行われ、多くのロータリ

アンが参列。チェスリー・ペリー、トーマス・

ウォーレン等が弔辞を述べ、７０か国、３０万

人以上のロータリアンが創設者の死を悼みま

した。彼の死は財団の転換点となり、ＲＩに

は寄付が相次ぎ、財団はＰ・ハリス記念基金を

設け、Ｐ・ハリスに敬意を表したロータリアン

に財団寄付をお願いしました。反響は素晴ら

しく、翌年７月までに１３０万ドル以上が寄付

されました。１９４７年、最初の財団プログラム

「高等研究奨学金」が最初のロータリー国際親

善奨学生の基金になったそうです。

　財団の発展はプログラムを開発したことに

始まりました。世界中のロータリアンの心を

とらえたプログラムは、ロータリーの理想を

掲げ育むものばかりだったそうです。

　Ｐ・ハリスの遺体はシカゴ郊外・ブルーアイ

ランド、マウントホープ墓地に埋葬、遺言に

より、終生の友だったシルベスター・シールの

隣に眠っているそうです。墓石には彼が一生

をその活動に捧げたＲＣのマークが刻まれて

います。彼には子どもは無く、夫人は生まれ

た地の英国に埋葬されているとのことです。

◎半田会長エレクト

　１０／３０パスト会長会、１１／４理事会で審議、

修正を加えた次年度細則改正案（最終案）の承

認をお願いします。

　大附、木川年度でＣＬＰを導入、細則に若

干の修正を加える必要があり、３年目でもあ

るということで改正を考えました。その際、

大木、神田（康）、新井、山川各氏にお知恵を

拝借しました。

　主な変更点ですが、定款によれば、四大奉仕

部門はＲＣ活動の哲学的および実際的な基準

ですので、柱となる５名の委員長全員と直前

会長を含む１６名を理事とし、常任委員会で

四大奉仕部門を先に配置しました。

　変更には細心の注意を払いましたが、未だ

至らぬ点もあろうかと思います。多少の手直

しはお任せ頂くということでご賛同頂けます

ようよろしくお願い致します。

◎木川会長�

　ご承認頂けるようでしたら拍手をお願いし

ます。

（拍手）では、承認させて頂きます。有難う

ございました。

【幹事報告】

◎例会変更のお知らせ�

◇所沢中央ＲＣ�

・１２／２１（月）　振替休会

　　　　　　　　１２／１９（土） 家族同伴忘年会�

・１２／２８（月）　例会取消（定款６―１―Ｃ）�

・１／１１（月）　   法定休日により休会�

・１／２５（月）　   振替休会

　　　　　　  所沢市内５クラブ合同例会に振替�

◇新所沢ＲＣ�

・１２／８（火）　   振替休会

　　　　　　　　１２／５（土） 家族と共に忘年会�

・１２／２９（火）    例会取消（定款６―１―Ｃ）

・１／２６（火）　　振替休会

　　　　　　  所沢市内５クラブ合同例会に振替�

◎山口会員（飯能プリンスホテル支配人）�

　Ｈ２２年度より当店は宿泊特化型ホテルに

営業形態を変更、３／３１をもってレストラン・

宴会部門は終了とさせて頂きます。大幅な収

支改善を行い事業所の存続を図ることがベス

トの選択と判断しました。この場をもって皆

様にご報告をさせて頂きたいと思います。

◎山川幹事

　今後も大変なご苦労があるのかなと感じる

ところですけれども、飯能ＲＣとしても例会

場をどこにするかは時間を頂いて選択してい

きたいと思います。�

【委員会報告】

◎米山奨学委員会　　　　　　　  萩野（暁）君

　第４回米山功労者（マルチプル）表彰

　　　　　　　　　　　　木川一男会員

　第１回米山功労者（マルチプル）表彰

　　　　　　　　　　　　和泉由起夫会員

　おめでとうございます。（拍手）

　１１／８（日）米山の会議での決定事項ですが

３／１３（土）４０名程度で米山記念館訪問旅行が

あります。ご希望の方はお申し出下さい。木

川会長は個人で先月訪問されています。また、

次年度も奨学生を受け入れる予定です。

　北田会員の申し出により、インフルエンザ

の予防ということで手拭きを配布することに

なりました。従って和食ではお茶、洋食では

水、どちらか１つのサービスとなります。

◎会員増強委員会　　　　　　　　　山岸君

　会員に推薦したい方がいらっしゃいました

ら、私か事務局までお知らせ下さい。１２／１０

が一応の期限です。ご協力お願いします。

◎親睦活動委員会　　　　　　　　　小川君

　１１／６（金）ゴルフコンペ、優勝は矢島（高）会員。

Ｘマス例会にはコカリナ奏者・黒坂黒太郎氏

が出演。ご家族でご出席下さい。１１／２８・２９

親睦旅行の新パンフ配布。申し訳ありません

が費用は８万５千円に修正させて頂きます。

【出席報告】

　

　

　

　

【Ｍ　　Ｕ】

１１／８（ガバナー）萩野（暁）君

　

【結婚・誕生日祝】

◇入会記念日おめでとう。�

　北田君、山川君、市川（洋）君、吉島君

　小久保君

◇結婚記念日おめでとう。�

　市川（洋）君、田辺君、新井君、塩野君

　和泉君、橋本君、島田君、土屋（崇）君

　細田（吉）君、細田（伴）君、雨間君、安藤君

　萩野（映）君

◇会員誕生日おめでとう。�

　１４大崎君、１８吉田（武）君、２０大河原君

　２７萩野（暁）君

◇ 夫人誕生日おめでとう。�

　５細田（伴）夫人、９服部夫人、１１馬場夫人

　１４新井夫人、１５細田（徳）夫人、平沼夫人

　１５田辺夫人、２０齋藤夫人、大野康夫夫人

　２４大附夫人

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・島田先生、本日はご苦労様です。卓話楽し

　みにしておりました。  矢島（巌）君、山川君

　　　　　　　　　　  大野康君、吉田（行）君�

・先日の親睦ゴルフで優勝させて頂きました。

　ありがとうございます。　　　  矢島（高）君�

・文化新聞に掲載されている昔の写真館「ま

　え宏さん協力」は、実は私です。　前島君�

・先日、飯能会ゴルフコンペで優勝致しまし

　た。　　　　　　　　　　　　　　新井君�

・誕生日祝い有難うございます。　吉田（武）君�

・当クラブ３番目の年齢になりました。

　　　　　　　　　　　　　　　  萩野（暁）君�

・妻の誕生日祝い有難うございます。

　　　　　  細田（徳）君、齋藤君、大野康夫君

　平沼君、大附君、新井君、服部君、馬場君�

・月日の経つのは早いもので、５５回目の結婚記

　念日を迎えました。人生、既にロスタイムに入っ

　て居ります。５５年を如何に生きたかを振り返り

　ながら、日々を過ごしております。　 橋本君�

・結婚記念日、お花を有難うございます。

　　　　　　安藤君、市川（洋）君、土屋（崇）君

　　　  細田（吉）君、塩野君、新井君、和泉君�

・矢島高明さん、優勝おめでとう。　山川君�

・入会記念祝い有難うございます。　北田君

　　　山川君（１６回目）、吉島君、市川（洋）君�

本日計８０，０００円、累計額４８９，１２３円。

◎１８日例会当番は田中会員、吉田（健）会員です。

【卓　　話】

講師紹介　　　　　　　加藤職業分類委員長

　Ｓ１１年、上名栗生まれ。埼玉大学教育学部

卒業後、小・中学校教員および高麗小、名栗小、

名栗中の校長を歴任。Ｈ９年、日高市教育委

員会を退職後、名栗村教育委員、名栗村文化

財保護審議委員、村史編纂委員。私共は目が

東京の方に向きまして、すぐ隣のことはよく

存じ上げない方が多いと思います。是非名栗

のことを知って頂きたいと思い企画しました。

　村史編さん事業は旧名栗村の村制１００周年

記念事業として平成９年に出発して１２年経

ちます。その間、資料収集等を行い、中には

飯能市の有形文化財にまでなった「森林組合

文書」等、貴重なものがたくさん含まれてい

ます。現在までに『名栗の民俗（上）』『名栗

の民俗（下）』『名栗の歴史（上）』の３冊が出

ており、３冊共、帯には「ふりかえれば、豊

かなくらしの文化がある。」と書いてあります。

また『名栗の歴史（上）』には「森林文化都市の

未来に向けて」とあります。

これは“森林に支えられた

豊かなくらしの森林文化が

ある”と読み替えることが

出来る位、名栗の文化は森

林に支えられておりました

ので、それを勘案して入れ

て頂いたのだと思います。

　配布した史料の地図をご覧下さい。

　江戸時代、名栗は上名栗村、下名栗村とい

う２つの村でした。『新編武蔵風土記稿』に

よると戸数は４２６軒。下１、上２の比率で家

が点在しておりました。ちなみに平成１７年

の合併時、人口は２６２０名でした。

　名栗は幕府の直轄地で、幕府が検地しまし

た。この土地からはこの人が年貢を払うよう

にと幕府が決めた１８世紀後半の地図によると、

入間川沿いに屋敷。畑は５つに分類されてい

ました。「切り替え畑」というのは「焼き畑」

のこと。原始的な農業で、雑木等を焼いてそ

の灰を肥料とし、土が痩せると違う土地へ移

るというものです。「焼き畑」は必ず隣に里

山（林野）を持っており、幕府もそれを認めて

いました。個人持ちということで、広い土地

が「切り替え畑」となっ

ています。

　この頃、材木に価値が

出て来て「焼き畑」はど

んどん杉や桧に変わって

行った。里山も全部切り

替えられ、ここに「個人

山」が出現します。名栗

では畑よりも杉・桧とい

う形が江戸時代から行われたわけです。

「入会地」というのは、村人が全員で管理、

全員が利用して、生活に必要な事は山から持

って来るということが幕府から認められてい

るものです。「新田」というのは、芦ヶ久保村、

横瀬村の人々が開いたのですが、元が山林で

痩せていたため、失敗して彼らは引き揚げて

しまう。そこを上名栗村の人々が譲り受け「入

会地」として利用します。森林の知恵を持っ

ていた人達が、畑としてではなく山としてそ

こを利用しようとして行ったわけです。

「入会地」は、一番手前を馬草場、草を刈る

場所としています。二番目を茅場として茅を

刈り、炭焼きの俵を作ったり屋根を葺いたり

しました。残り大部分のところは雑木林にし

ておいて、炭を焼くということになります。

名栗の林産物の大きなものは材木と炭でした。

　また、一番奥を幕府の直轄地として、村人

を入れないようにして水源を守りました。か

なり進んだ考えを持っていたのではないかと

思います。

　このようにして土地を利用しておりました

が、名栗は２つの大きな地質的特徴を持って

います。１つは入間川が流れていく方向が東

南であるということ。雨を含んだ季節風を呼

び込む地形ということで、杉・桧には非常に

良い環境となっています。秩父の古成層とい

う水はけの良い土地と相まって、名栗は杉・

桧の育つ環境を持っていたと言えます。

　２つ目は、外秩父山地（吾野・東吾野・毛

呂・越生と続く標高千メートル以下の低い山

地）と奥秩父山地（千メートル以上の山が連

なる）との堺にありますから、下名栗村の人々

は「有馬谷津」という大きな財産を背負って

いることになります。上名栗村は人口の割に

入会地が少ない。従って、歴史上では下名栗

の人々は独立して一人一人が農林業に従事し

ていたということになり、上名栗村の人々は

少ない財産は有力者に買ってもらってその有

力者の下で働くという形をとったという、２

つの歴史の経過がございます。

　木材は入間川から荒川、そして江戸へ向か

い、一方、炭は飯能の問屋で集めてもらい、

川越の新河岸から江戸へ向かうという形で上

下の村民を支えていったわけです。

　次に、明治に入ります。

　明治２２年に上名栗と下名栗とが合併します。

「明治の大合併」では飯能市でもずいぶん合

併したと思います。名栗はこの時、２つの課

題を残します。

　１つは行政が秩父郡だったこと。材木と炭

は入間郡の組織で流れていたのに、行政だけ

は秩父郡でした。大正時代には「炭は秩父の

同業者組合に入れ」という決定に対して抵抗

運動をして、郡の議員や衆議院議員に働きか

けて調停に入ってもらい、大正１０年、漸く

吾野村と名栗村は入間郡に編入します。

　２つ目は、「入会地は大字のものです」と

いうことで財産を背負ったまま合併すること

になり、村に森林財産がゼロということにな

ってしまいました。“財布を持たない村長”が

誕生したわけです。初代から３代までの村長

は皆１年を待たずに辞表を出しています。事

由は身体上の理由ですが、村の運営が難しい

時期だったと思います。そして教育と土木は

“持っている”「大字」の責任。学校や道路を

造る、橋を架ける等は「大字」の責任であり、

村には関係ありませんでした。

　このように張り切って出発したのですが、

大正時代の学校の建設で負債を背負い込み、

昭和の経済恐慌で木材・炭の価値が下がり、大

きな負債を抱え込んで財政は危機に瀕します。

「大字」が危機に瀕すれば村も危機です。

　そういうようなことで、昭和１１年、教育と

財産を統一します。その時の碑が建っていま

すが、上名栗区会議員１２名、下名栗区会議員

１２名、村会議員１２名というように、名栗

には３６名の議員がいて、そこで政治が行わ

れていたというような状況を示しています。

　統一した財産は村に差し出されましたので、

村は５００ｈａ（実質１５００ｈａ）の村有財産を

初めて持つことが出来ました。戦後は未曾有

の好景気が来て、役場の新築、名栗中学校校

舎の新築、村道の拡張・舗装、橋を架ける等、

公共施設はどんどん充実して行きます。

『名栗の歴史（上）』は昭和３０年までを目安に

作りましたので万々歳で終わるわけですけれ

ども、その後、木材の低迷が来ましたので、

もう１冊本を作らなければならない位の状況

になっております。しかし、名栗で森林を育

て活用して、恩恵を受けてきたということは、

これからの飯能にも共通するのではないかと

思うのです。飯能でこれからどのように森林

を育成し、どのように活用してどのように恩

恵を受けるのか。また、何が恩恵なのか、何

が価値なのかということを考えていく上でも、

名栗の歴史は何か答えて

くれるのではないかな

と感じます。

飯能ロータリークラブ会報

第 2045 例会 2003.10.29 晴

・例会取消し（定款 第５条１―Ｃにより）

（NO.40-18)天　候

第 2054 例会 2003.12. 31 晴

・例会取消し（年末休日のため）

（NO.40-27)天　候

月   日
当　番

［担当委員会］
例会数 行　事　予　定

８．３ ２，１３７

８．１０ ２，１３８

８．１７ ２，１３９

８．２４２，１４０

８．３１２，１４１

土屋（良）君
田 辺 君

［会長・幹事］

山 崎 君
吉田（武）君

［親睦活動］

山 岸 君
矢島（高）君

［会員選考］

山 川 君
吉 島 君

［会員増強退会防止］

結婚・誕生日祝

卓 話　　　　　　　　　

「夫婦の挨拶・親への挨拶」
五十嵐酒造株式会社  　　

　代表取締役　五十嵐智勇 様

卓 話　　　　　　　　　

「これからの飯能市商工業の 
　　　　　     発展について」

（有）建米田中木工所　　

　代表取締役　田中聡憲 様

ガバナー公式訪問

卓 話　　　　　　　　
第２５７０地区　　

　鈴木勳二 氏

夜 間 例 会
大松閣

開会 １８：３０

例会取消
（定款による）

平成１７年８月のプログラム
（月間テーマ  会員増強および拡大月間）

月   日
当　番

［担当委員会］例会数 行　事　予　定

　１１０　． ２，３０２

　８１０　． ２，３０３

１５１０　． ２，３０４

２２１０　． ２，３０５

２９１０　． ２，３０６

細田（伴）君
橋 本 君
［職業奉仕］

飯能市教育委員会 学校教育課アドバイザー

小久保則之様

卓 話「最近の学校から」

平 沼 君
萩野（暁）君
［米山奨学］

１５７０地区ＲＣ 地区米山学友委員長
（秩父ＲＣ）井上  豊様

大松閣 １８：００

卓 話「米山奨学会あれこれ」

服 部 君
細田（吉）君
［親睦活動］

夜　間　例　会

例会取消（定款による）

石 井 君
市川（洋）君
［プログラム］飯能ＲＣ パスト会長 吉 田  健様

卓 話「ロータリーを楽しみましょう」

平成２０年１０月のプログラム
（月間テーマ  職業奉仕月間・米山月間）

私と森林環境教育について

山岸敬司様

悪所の巻「色里  吉原」

代表取締役社長

旭ダイヤモンド産業株式会社

日本文化――いろいろ話

小谷野 正弘様取締役社長

有限会社 狭山乗馬センター

世界大会に参加して

米山奨学会あれこれ

井上 豊様地区米山奨学学友委員長 （秩父ＲＣ）

米山奨学生（志木ＲＣ）劉 泰佑君

雨

当 番 田辺君、土屋（崇）君

ロータリーの未来は  あなたの手の中に

ジョン・ケニー

ロ ー タ リ ー 財 団 月 間

今 を 大 事 に

木 川 一 男 今年度  会報・広報担当：山　　川　　荘　太　朗

土 屋 良 一小谷野正弘吉 澤 文 男

加 藤 玄 静

月   日 当　番
［担当委員会］

例会数 行　事　予　定

１１．４ ２，３５９

２，３６０

２，３６１

２，３６２

１１．１１

１１．１８

１１．２５

塩 野 君
土屋（良）君

田 中 君
吉田（健）君

田 辺 君
土屋（崇）君

［プログラム］

［プログラム］
矢 島 君
吉田（武）君
［Ｒ財団］

［職業分類］

卓話「インフルエンザについて」

土屋  崇会員

イニシエーション・スピーチ

川口 浩会員中里忠夫会員 ・

卓話「村史編さん史料でたどる
　　　　　   『名栗のあゆみ』」

医師

飯能市文化財保護審議委員
名栗村史編さん委員 島田  稔様

卓話
「ロータリー財団月間にちなんで」

平成２１年１１月のプログラム
（月間テーマ  ロータリー財団月間）

月   日 当　番
［担当委員会］

例会数 行　事　予　定

２，３６３

２，３６４

２，３６５

２，３６６

１２．１６

１２．２３

山 岸 君
矢島（高）君

山 口 君
安 藤 君

［会長・幹事］

吉田（行）君
吉 澤 君
［会長・幹事］

［親睦活動］

年 次 総 会

クリスマス家族会
点鐘１８：００

クラブ協議会

例会取消（定款による）

例会取消（法定休日）

２，３６７１２．３０

平成２１年１２月のプログラム
（月間テーマ  家族月間）

１２．２

１２．９

（四つのテスト）

（結婚・誕生日祝）

会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率
前々回修正
出　席　率

６３名 ５６名８名 ９１．８％ ９３．３３％

１１／６（金）  飯能ＲＣゴルフコンペが

良い天気の中、無事行われました。 第２３６２　例会

１１月２５日（４、水）
当番　矢島君、吉田（武）君

「ロータリー財団月間にちなんで」

卓 話

飯能市文化財保護審議委員
名栗村史編さん委員

島   田     稔 様

村史編さん史料でたどる
　　　　　　『名栗のあゆみ』

インフルエンザについて

土屋  崇 会員医師



・点　鐘　木川会長

・ソング　我等のなりわい�

・卓　話　島田　稔様�

【会長報告】『ミニ卓話』

　１９４７年１月２７日、ポール・ハリスは自宅で

この世を去りました。享年７８歳。１月３０日、

小雪の降る中、葬儀が行われ、多くのロータリ

アンが参列。チェスリー・ペリー、トーマス・

ウォーレン等が弔辞を述べ、７０か国、３０万

人以上のロータリアンが創設者の死を悼みま

した。彼の死は財団の転換点となり、ＲＩに

は寄付が相次ぎ、財団はＰ・ハリス記念基金を

設け、Ｐ・ハリスに敬意を表したロータリアン

に財団寄付をお願いしました。反響は素晴ら

しく、翌年７月までに１３０万ドル以上が寄付

されました。１９４７年、最初の財団プログラム

「高等研究奨学金」が最初のロータリー国際親

善奨学生の基金になったそうです。

　財団の発展はプログラムを開発したことに

始まりました。世界中のロータリアンの心を

とらえたプログラムは、ロータリーの理想を

掲げ育むものばかりだったそうです。

　Ｐ・ハリスの遺体はシカゴ郊外・ブルーアイ

ランド、マウントホープ墓地に埋葬、遺言に

より、終生の友だったシルベスター・シールの

隣に眠っているそうです。墓石には彼が一生

をその活動に捧げたＲＣのマークが刻まれて

います。彼には子どもは無く、夫人は生まれ

た地の英国に埋葬されているとのことです。

◎半田会長エレクト

　１０／３０パスト会長会、１１／４理事会で審議、

修正を加えた次年度細則改正案（最終案）の承

認をお願いします。

　大附、木川年度でＣＬＰを導入、細則に若

干の修正を加える必要があり、３年目でもあ

るということで改正を考えました。その際、

大木、神田（康）、新井、山川各氏にお知恵を

拝借しました。

　主な変更点ですが、定款によれば、四大奉仕

部門はＲＣ活動の哲学的および実際的な基準

ですので、柱となる５名の委員長全員と直前

会長を含む１６名を理事とし、常任委員会で

四大奉仕部門を先に配置しました。

　変更には細心の注意を払いましたが、未だ

至らぬ点もあろうかと思います。多少の手直

しはお任せ頂くということでご賛同頂けます

ようよろしくお願い致します。

◎木川会長�

　ご承認頂けるようでしたら拍手をお願いし

ます。

（拍手）では、承認させて頂きます。有難う

ございました。

【幹事報告】

◎例会変更のお知らせ�

◇所沢中央ＲＣ�

・１２／２１（月）　振替休会

　　　　　　　　１２／１９（土） 家族同伴忘年会�

・１２／２８（月）　例会取消（定款６―１―Ｃ）�

・１／１１（月）　   法定休日により休会�

・１／２５（月）　   振替休会

　　　　　　  所沢市内５クラブ合同例会に振替�

◇新所沢ＲＣ�

・１２／８（火）　   振替休会

　　　　　　　　１２／５（土） 家族と共に忘年会�

・１２／２９（火）    例会取消（定款６―１―Ｃ）

・１／２６（火）　　振替休会

　　　　　　  所沢市内５クラブ合同例会に振替�

◎山口会員（飯能プリンスホテル支配人）�

　Ｈ２２年度より当店は宿泊特化型ホテルに

営業形態を変更、３／３１をもってレストラン・

宴会部門は終了とさせて頂きます。大幅な収

支改善を行い事業所の存続を図ることがベス

トの選択と判断しました。この場をもって皆

様にご報告をさせて頂きたいと思います。

◎山川幹事

　今後も大変なご苦労があるのかなと感じる

ところですけれども、飯能ＲＣとしても例会

場をどこにするかは時間を頂いて選択してい

きたいと思います。�

【委員会報告】

◎米山奨学委員会　　　　　　　  萩野（暁）君

　第４回米山功労者（マルチプル）表彰

　　　　　　　　　　　　木川一男会員

　第１回米山功労者（マルチプル）表彰

　　　　　　　　　　　　和泉由起夫会員

　おめでとうございます。（拍手）

　１１／８（日）米山の会議での決定事項ですが

３／１３（土）４０名程度で米山記念館訪問旅行が

あります。ご希望の方はお申し出下さい。木

川会長は個人で先月訪問されています。また、

次年度も奨学生を受け入れる予定です。

　北田会員の申し出により、インフルエンザ

の予防ということで手拭きを配布することに

なりました。従って和食ではお茶、洋食では

水、どちらか１つのサービスとなります。

◎会員増強委員会　　　　　　　　　山岸君

　会員に推薦したい方がいらっしゃいました

ら、私か事務局までお知らせ下さい。１２／１０

が一応の期限です。ご協力お願いします。

◎親睦活動委員会　　　　　　　　　小川君

　１１／６（金）ゴルフコンペ、優勝は矢島（高）会員。

Ｘマス例会にはコカリナ奏者・黒坂黒太郎氏

が出演。ご家族でご出席下さい。１１／２８・２９

親睦旅行の新パンフ配布。申し訳ありません

が費用は８万５千円に修正させて頂きます。

【出席報告】

　

　

　

　

【Ｍ　　Ｕ】

１１／８（ガバナー）萩野（暁）君

　

【結婚・誕生日祝】

◇入会記念日おめでとう。�

　北田君、山川君、市川（洋）君、吉島君

　小久保君

◇結婚記念日おめでとう。�

　市川（洋）君、田辺君、新井君、塩野君

　和泉君、橋本君、島田君、土屋（崇）君

　細田（吉）君、細田（伴）君、雨間君、安藤君

　萩野（映）君

◇会員誕生日おめでとう。�

　１４大崎君、１８吉田（武）君、２０大河原君

　２７萩野（暁）君

◇ 夫人誕生日おめでとう。�

　５細田（伴）夫人、９服部夫人、１１馬場夫人

　１４新井夫人、１５細田（徳）夫人、平沼夫人

　１５田辺夫人、２０齋藤夫人、大野康夫夫人

　２４大附夫人

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・島田先生、本日はご苦労様です。卓話楽し

　みにしておりました。  矢島（巌）君、山川君

　　　　　　　　　　  大野康君、吉田（行）君�

・先日の親睦ゴルフで優勝させて頂きました。

　ありがとうございます。　　　  矢島（高）君�

・文化新聞に掲載されている昔の写真館「ま

　え宏さん協力」は、実は私です。　前島君�

・先日、飯能会ゴルフコンペで優勝致しまし

　た。　　　　　　　　　　　　　　新井君�

・誕生日祝い有難うございます。　吉田（武）君�

・当クラブ３番目の年齢になりました。

　　　　　　　　　　　　　　　  萩野（暁）君�

・妻の誕生日祝い有難うございます。

　　　　　  細田（徳）君、齋藤君、大野康夫君

　平沼君、大附君、新井君、服部君、馬場君�

・月日の経つのは早いもので、５５回目の結婚記

　念日を迎えました。人生、既にロスタイムに入っ

　て居ります。５５年を如何に生きたかを振り返り

　ながら、日々を過ごしております。　 橋本君�

・結婚記念日、お花を有難うございます。

　　　　　　安藤君、市川（洋）君、土屋（崇）君

　　　  細田（吉）君、塩野君、新井君、和泉君�

・矢島高明さん、優勝おめでとう。　山川君�

・入会記念祝い有難うございます。　北田君

　　　山川君（１６回目）、吉島君、市川（洋）君�

本日計８０，０００円、累計額４８９，１２３円。

◎１８日例会当番は田中会員、吉田（健）会員です。

【卓　　話】

講師紹介　　　　　　　加藤職業分類委員長

　Ｓ１１年、上名栗生まれ。埼玉大学教育学部

卒業後、小・中学校教員および高麗小、名栗小、

名栗中の校長を歴任。Ｈ９年、日高市教育委

員会を退職後、名栗村教育委員、名栗村文化

財保護審議委員、村史編纂委員。私共は目が

東京の方に向きまして、すぐ隣のことはよく

存じ上げない方が多いと思います。是非名栗

のことを知って頂きたいと思い企画しました。

　村史編さん事業は旧名栗村の村制１００周年

記念事業として平成９年に出発して１２年経

ちます。その間、資料収集等を行い、中には

飯能市の有形文化財にまでなった「森林組合

文書」等、貴重なものがたくさん含まれてい

ます。現在までに『名栗の民俗（上）』『名栗

の民俗（下）』『名栗の歴史（上）』の３冊が出

ており、３冊共、帯には「ふりかえれば、豊

かなくらしの文化がある。」と書いてあります。

また『名栗の歴史（上）』には「森林文化都市の

未来に向けて」とあります。

これは“森林に支えられた

豊かなくらしの森林文化が

ある”と読み替えることが

出来る位、名栗の文化は森

林に支えられておりました

ので、それを勘案して入れ

て頂いたのだと思います。

　配布した史料の地図をご覧下さい。

　江戸時代、名栗は上名栗村、下名栗村とい

う２つの村でした。『新編武蔵風土記稿』に

よると戸数は４２６軒。下１、上２の比率で家

が点在しておりました。ちなみに平成１７年

の合併時、人口は２６２０名でした。

　名栗は幕府の直轄地で、幕府が検地しまし

た。この土地からはこの人が年貢を払うよう

にと幕府が決めた１８世紀後半の地図によると、

入間川沿いに屋敷。畑は５つに分類されてい

ました。「切り替え畑」というのは「焼き畑」

のこと。原始的な農業で、雑木等を焼いてそ

の灰を肥料とし、土が痩せると違う土地へ移

るというものです。「焼き畑」は必ず隣に里

山（林野）を持っており、幕府もそれを認めて

いました。個人持ちということで、広い土地

が「切り替え畑」となっ

ています。

　この頃、材木に価値が

出て来て「焼き畑」はど

んどん杉や桧に変わって

行った。里山も全部切り

替えられ、ここに「個人

山」が出現します。名栗

では畑よりも杉・桧とい

う形が江戸時代から行われたわけです。

「入会地」というのは、村人が全員で管理、

全員が利用して、生活に必要な事は山から持

って来るということが幕府から認められてい

るものです。「新田」というのは、芦ヶ久保村、

横瀬村の人々が開いたのですが、元が山林で

痩せていたため、失敗して彼らは引き揚げて

しまう。そこを上名栗村の人々が譲り受け「入

会地」として利用します。森林の知恵を持っ

ていた人達が、畑としてではなく山としてそ

こを利用しようとして行ったわけです。

「入会地」は、一番手前を馬草場、草を刈る

場所としています。二番目を茅場として茅を

刈り、炭焼きの俵を作ったり屋根を葺いたり

しました。残り大部分のところは雑木林にし

ておいて、炭を焼くということになります。

名栗の林産物の大きなものは材木と炭でした。

　また、一番奥を幕府の直轄地として、村人

を入れないようにして水源を守りました。か

なり進んだ考えを持っていたのではないかと

思います。

　このようにして土地を利用しておりました

が、名栗は２つの大きな地質的特徴を持って

います。１つは入間川が流れていく方向が東

南であるということ。雨を含んだ季節風を呼

び込む地形ということで、杉・桧には非常に

良い環境となっています。秩父の古成層とい

う水はけの良い土地と相まって、名栗は杉・

桧の育つ環境を持っていたと言えます。

　２つ目は、外秩父山地（吾野・東吾野・毛

呂・越生と続く標高千メートル以下の低い山

地）と奥秩父山地（千メートル以上の山が連

なる）との堺にありますから、下名栗村の人々

は「有馬谷津」という大きな財産を背負って

いることになります。上名栗村は人口の割に

入会地が少ない。従って、歴史上では下名栗

の人々は独立して一人一人が農林業に従事し

ていたということになり、上名栗村の人々は

少ない財産は有力者に買ってもらってその有

力者の下で働くという形をとったという、２

つの歴史の経過がございます。

　木材は入間川から荒川、そして江戸へ向か

い、一方、炭は飯能の問屋で集めてもらい、

川越の新河岸から江戸へ向かうという形で上

下の村民を支えていったわけです。

　次に、明治に入ります。

　明治２２年に上名栗と下名栗とが合併します。

「明治の大合併」では飯能市でもずいぶん合

併したと思います。名栗はこの時、２つの課

題を残します。

　１つは行政が秩父郡だったこと。材木と炭

は入間郡の組織で流れていたのに、行政だけ

は秩父郡でした。大正時代には「炭は秩父の

同業者組合に入れ」という決定に対して抵抗

運動をして、郡の議員や衆議院議員に働きか

けて調停に入ってもらい、大正１０年、漸く

吾野村と名栗村は入間郡に編入します。

　２つ目は、「入会地は大字のものです」と

いうことで財産を背負ったまま合併すること

になり、村に森林財産がゼロということにな

ってしまいました。“財布を持たない村長”が

誕生したわけです。初代から３代までの村長

は皆１年を待たずに辞表を出しています。事

由は身体上の理由ですが、村の運営が難しい

時期だったと思います。そして教育と土木は

“持っている”「大字」の責任。学校や道路を

造る、橋を架ける等は「大字」の責任であり、

村には関係ありませんでした。

　このように張り切って出発したのですが、

大正時代の学校の建設で負債を背負い込み、

昭和の経済恐慌で木材・炭の価値が下がり、大

きな負債を抱え込んで財政は危機に瀕します。

「大字」が危機に瀕すれば村も危機です。

　そういうようなことで、昭和１１年、教育と

財産を統一します。その時の碑が建っていま

すが、上名栗区会議員１２名、下名栗区会議員

１２名、村会議員１２名というように、名栗

には３６名の議員がいて、そこで政治が行わ

れていたというような状況を示しています。

　統一した財産は村に差し出されましたので、

村は５００ｈａ（実質１５００ｈａ）の村有財産を

初めて持つことが出来ました。戦後は未曾有

の好景気が来て、役場の新築、名栗中学校校

舎の新築、村道の拡張・舗装、橋を架ける等、

公共施設はどんどん充実して行きます。

『名栗の歴史（上）』は昭和３０年までを目安に

作りましたので万々歳で終わるわけですけれ

ども、その後、木材の低迷が来ましたので、

もう１冊本を作らなければならない位の状況

になっております。しかし、名栗で森林を育

て活用して、恩恵を受けてきたということは、

これからの飯能にも共通するのではないかと

思うのです。飯能でこれからどのように森林

を育成し、どのように活用してどのように恩

恵を受けるのか。また、何が恩恵なのか、何

が価値なのかということを考えていく上でも、

名栗の歴史は何か答えて

くれるのではないかな

と感じます。

飯能ロータリークラブ会報

第 2045 例会 2003.10.29 晴

・例会取消し（定款 第５条１―Ｃにより）

（NO.40-18)天　候

第 2054 例会 2003.12. 31 晴

・例会取消し（年末休日のため）

（NO.40-27)天　候

月   日
当　番

［担当委員会］
例会数 行　事　予　定

８．３ ２，１３７

８．１０ ２，１３８

８．１７ ２，１３９

８．２４２，１４０

８．３１２，１４１

土屋（良）君
田 辺 君

［会長・幹事］

山 崎 君
吉田（武）君

［親睦活動］

山 岸 君
矢島（高）君

［会員選考］

山 川 君
吉 島 君

［会員増強退会防止］

結婚・誕生日祝

卓 話　　　　　　　　　

「夫婦の挨拶・親への挨拶」
五十嵐酒造株式会社  　　

　代表取締役　五十嵐智勇 様

卓 話　　　　　　　　　

「これからの飯能市商工業の 
　　　　　     発展について」

（有）建米田中木工所　　

　代表取締役　田中聡憲 様

ガバナー公式訪問

卓 話　　　　　　　　
第２５７０地区　　

　鈴木勳二 氏

夜 間 例 会
大松閣

開会 １８：３０

例会取消
（定款による）

平成１７年８月のプログラム
（月間テーマ  会員増強および拡大月間）

月   日
当　番

［担当委員会］例会数 行　事　予　定

　１１０　． ２，３０２

　８１０　． ２，３０３

１５１０　． ２，３０４

２２１０　． ２，３０５

２９１０　． ２，３０６

細田（伴）君
橋 本 君
［職業奉仕］

飯能市教育委員会 学校教育課アドバイザー

小久保則之様

卓 話「最近の学校から」

平 沼 君
萩野（暁）君
［米山奨学］

１５７０地区ＲＣ 地区米山学友委員長
（秩父ＲＣ）井上  豊様

大松閣 １８：００

卓 話「米山奨学会あれこれ」

服 部 君
細田（吉）君
［親睦活動］

夜　間　例　会

例会取消（定款による）

石 井 君
市川（洋）君
［プログラム］飯能ＲＣ パスト会長 吉 田  健様

卓 話「ロータリーを楽しみましょう」

平成２０年１０月のプログラム
（月間テーマ  職業奉仕月間・米山月間）

私と森林環境教育について

山岸敬司様

悪所の巻「色里  吉原」

代表取締役社長

旭ダイヤモンド産業株式会社

日本文化――いろいろ話

小谷野 正弘様取締役社長

有限会社 狭山乗馬センター

世界大会に参加して

米山奨学会あれこれ

井上 豊様地区米山奨学学友委員長 （秩父ＲＣ）

米山奨学生（志木ＲＣ）劉 泰佑君

雨

当 番 田辺君、土屋（崇）君

ロータリーの未来は  あなたの手の中に

ジョン・ケニー

ロ ー タ リ ー 財 団 月 間

今 を 大 事 に

木 川 一 男 今年度  会報・広報担当：山　　川　　荘　太　朗

土 屋 良 一小谷野正弘吉 澤 文 男

加 藤 玄 静

月   日 当　番
［担当委員会］

例会数 行　事　予　定

１１．４ ２，３５９

２，３６０

２，３６１

２，３６２

１１．１１

１１．１８

１１．２５

塩 野 君
土屋（良）君

田 中 君
吉田（健）君

田 辺 君
土屋（崇）君

［プログラム］

［プログラム］
矢 島 君
吉田（武）君
［Ｒ財団］

［職業分類］

卓話「インフルエンザについて」

土屋  崇会員

イニシエーション・スピーチ

川口 浩会員中里忠夫会員 ・

卓話「村史編さん史料でたどる
　　　　　   『名栗のあゆみ』」

医師

飯能市文化財保護審議委員
名栗村史編さん委員 島田  稔様

卓話
「ロータリー財団月間にちなんで」

平成２１年１１月のプログラム
（月間テーマ  ロータリー財団月間）

月   日 当　番
［担当委員会］

例会数 行　事　予　定

２，３６３

２，３６４

２，３６５

２，３６６

１２．１６

１２．２３

山 岸 君
矢島（高）君

山 口 君
安 藤 君

［会長・幹事］

吉田（行）君
吉 澤 君
［会長・幹事］

［親睦活動］

年 次 総 会

クリスマス家族会
点鐘１８：００

クラブ協議会

例会取消（定款による）

例会取消（法定休日）

２，３６７１２．３０

平成２１年１２月のプログラム
（月間テーマ  家族月間）

１２．２

１２．９

（四つのテスト）

（結婚・誕生日祝）

会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率
前々回修正
出　席　率

１１／６（金）  飯能ＲＣゴルフコンペが

良い天気の中、無事行われました。 第２３６２　例会

１１月２５日（４、水）
当番　矢島君、吉田（武）君

「ロータリー財団月間にちなんで」

卓 話

飯能市文化財保護審議委員
名栗村史編さん委員

島   田     稔 様

村史編さん史料でたどる
　　　　　　『名栗のあゆみ』

インフルエンザについて

土屋  崇 会員医師



・点　鐘　木川会長

・ソング　我等のなりわい�

・卓　話　島田　稔様�

【会長報告】『ミニ卓話』

　１９４７年１月２７日、ポール・ハリスは自宅で

この世を去りました。享年７８歳。１月３０日、

小雪の降る中、葬儀が行われ、多くのロータリ

アンが参列。チェスリー・ペリー、トーマス・

ウォーレン等が弔辞を述べ、７０か国、３０万

人以上のロータリアンが創設者の死を悼みま

した。彼の死は財団の転換点となり、ＲＩに

は寄付が相次ぎ、財団はＰ・ハリス記念基金を

設け、Ｐ・ハリスに敬意を表したロータリアン

に財団寄付をお願いしました。反響は素晴ら

しく、翌年７月までに１３０万ドル以上が寄付

されました。１９４７年、最初の財団プログラム

「高等研究奨学金」が最初のロータリー国際親

善奨学生の基金になったそうです。

　財団の発展はプログラムを開発したことに

始まりました。世界中のロータリアンの心を

とらえたプログラムは、ロータリーの理想を

掲げ育むものばかりだったそうです。

　Ｐ・ハリスの遺体はシカゴ郊外・ブルーアイ

ランド、マウントホープ墓地に埋葬、遺言に

より、終生の友だったシルベスター・シールの

隣に眠っているそうです。墓石には彼が一生

をその活動に捧げたＲＣのマークが刻まれて

います。彼には子どもは無く、夫人は生まれ

た地の英国に埋葬されているとのことです。

◎半田会長エレクト

　１０／３０パスト会長会、１１／４理事会で審議、

修正を加えた次年度細則改正案（最終案）の承

認をお願いします。

　大附、木川年度でＣＬＰを導入、細則に若

干の修正を加える必要があり、３年目でもあ

るということで改正を考えました。その際、

大木、神田（康）、新井、山川各氏にお知恵を

拝借しました。

　主な変更点ですが、定款によれば、四大奉仕

部門はＲＣ活動の哲学的および実際的な基準

ですので、柱となる５名の委員長全員と直前

会長を含む１６名を理事とし、常任委員会で

四大奉仕部門を先に配置しました。

　変更には細心の注意を払いましたが、未だ

至らぬ点もあろうかと思います。多少の手直

しはお任せ頂くということでご賛同頂けます

ようよろしくお願い致します。

◎木川会長�

　ご承認頂けるようでしたら拍手をお願いし

ます。

（拍手）では、承認させて頂きます。有難う

ございました。

【幹事報告】

◎例会変更のお知らせ�

◇所沢中央ＲＣ�

・１２／２１（月）　振替休会

　　　　　　　　１２／１９（土） 家族同伴忘年会�

・１２／２８（月）　例会取消（定款６―１―Ｃ）�

・１／１１（月）　   法定休日により休会�

・１／２５（月）　   振替休会

　　　　　　  所沢市内５クラブ合同例会に振替�

◇新所沢ＲＣ�

・１２／８（火）　   振替休会

　　　　　　　　１２／５（土） 家族と共に忘年会�

・１２／２９（火）    例会取消（定款６―１―Ｃ）

・１／２６（火）　　振替休会

　　　　　　  所沢市内５クラブ合同例会に振替�

◎山口会員（飯能プリンスホテル支配人）�

　Ｈ２２年度より当店は宿泊特化型ホテルに

営業形態を変更、３／３１をもってレストラン・

宴会部門は終了とさせて頂きます。大幅な収

支改善を行い事業所の存続を図ることがベス

トの選択と判断しました。この場をもって皆

様にご報告をさせて頂きたいと思います。

◎山川幹事

　今後も大変なご苦労があるのかなと感じる

ところですけれども、飯能ＲＣとしても例会

場をどこにするかは時間を頂いて選択してい

きたいと思います。�

【委員会報告】

◎米山奨学委員会　　　　　　　  萩野（暁）君

　第４回米山功労者（マルチプル）表彰

　　　　　　　　　　　　木川一男会員

　第１回米山功労者（マルチプル）表彰

　　　　　　　　　　　　和泉由起夫会員

　おめでとうございます。（拍手）

　１１／８（日）米山の会議での決定事項ですが

３／１３（土）４０名程度で米山記念館訪問旅行が

あります。ご希望の方はお申し出下さい。木

川会長は個人で先月訪問されています。また、

次年度も奨学生を受け入れる予定です。

　北田会員の申し出により、インフルエンザ

の予防ということで手拭きを配布することに

なりました。従って和食ではお茶、洋食では

水、どちらか１つのサービスとなります。

◎会員増強委員会　　　　　　　　　山岸君

　会員に推薦したい方がいらっしゃいました

ら、私か事務局までお知らせ下さい。１２／１０

が一応の期限です。ご協力お願いします。

◎親睦活動委員会　　　　　　　　　小川君

　１１／６（金）ゴルフコンペ、優勝は矢島（高）会員。

Ｘマス例会にはコカリナ奏者・黒坂黒太郎氏

が出演。ご家族でご出席下さい。１１／２８・２９

親睦旅行の新パンフ配布。申し訳ありません

が費用は８万５千円に修正させて頂きます。

【出席報告】

　

　

　

　

【Ｍ　　Ｕ】

１１／８（ガバナー）萩野（暁）君

　

【結婚・誕生日祝】

◇入会記念日おめでとう。�

　北田君、山川君、市川（洋）君、吉島君

　小久保君

◇結婚記念日おめでとう。�

　市川（洋）君、田辺君、新井君、塩野君

　和泉君、橋本君、島田君、土屋（崇）君

　細田（吉）君、細田（伴）君、雨間君、安藤君

　萩野（映）君

◇会員誕生日おめでとう。�

　１４大崎君、１８吉田（武）君、２０大河原君

　２７萩野（暁）君

◇ 夫人誕生日おめでとう。�

　５細田（伴）夫人、９服部夫人、１１馬場夫人

　１４新井夫人、１５細田（徳）夫人、平沼夫人

　１５田辺夫人、２０齋藤夫人、大野康夫夫人

　２４大附夫人

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・島田先生、本日はご苦労様です。卓話楽し

　みにしておりました。  矢島（巌）君、山川君

　　　　　　　　　　  大野康君、吉田（行）君�

・先日の親睦ゴルフで優勝させて頂きました。

　ありがとうございます。　　　  矢島（高）君�

・文化新聞に掲載されている昔の写真館「ま

　え宏さん協力」は、実は私です。　前島君�

・先日、飯能会ゴルフコンペで優勝致しまし

　た。　　　　　　　　　　　　　　新井君�

・誕生日祝い有難うございます。　吉田（武）君�

・当クラブ３番目の年齢になりました。

　　　　　　　　　　　　　　　  萩野（暁）君�

・妻の誕生日祝い有難うございます。

　　　　　  細田（徳）君、齋藤君、大野康夫君

　平沼君、大附君、新井君、服部君、馬場君�

・月日の経つのは早いもので、５５回目の結婚記

　念日を迎えました。人生、既にロスタイムに入っ

　て居ります。５５年を如何に生きたかを振り返り

　ながら、日々を過ごしております。　 橋本君�

・結婚記念日、お花を有難うございます。

　　　　　　安藤君、市川（洋）君、土屋（崇）君

　　　  細田（吉）君、塩野君、新井君、和泉君�

・矢島高明さん、優勝おめでとう。　山川君�

・入会記念祝い有難うございます。　北田君

　　　山川君（１６回目）、吉島君、市川（洋）君�

本日計８０，０００円、累計額４８９，１２３円。

◎１８日例会当番は田中会員、吉田（健）会員です。

【卓　　話】

講師紹介　　　　　　　加藤職業分類委員長

　Ｓ１１年、上名栗生まれ。埼玉大学教育学部

卒業後、小・中学校教員および高麗小、名栗小、

名栗中の校長を歴任。Ｈ９年、日高市教育委

員会を退職後、名栗村教育委員、名栗村文化

財保護審議委員、村史編纂委員。私共は目が

東京の方に向きまして、すぐ隣のことはよく

存じ上げない方が多いと思います。是非名栗

のことを知って頂きたいと思い企画しました。

　村史編さん事業は旧名栗村の村制１００周年

記念事業として平成９年に出発して１２年経

ちます。その間、資料収集等を行い、中には

飯能市の有形文化財にまでなった「森林組合

文書」等、貴重なものがたくさん含まれてい

ます。現在までに『名栗の民俗（上）』『名栗

の民俗（下）』『名栗の歴史（上）』の３冊が出

ており、３冊共、帯には「ふりかえれば、豊

かなくらしの文化がある。」と書いてあります。

また『名栗の歴史（上）』には「森林文化都市の

未来に向けて」とあります。

これは“森林に支えられた

豊かなくらしの森林文化が

ある”と読み替えることが

出来る位、名栗の文化は森

林に支えられておりました

ので、それを勘案して入れ

て頂いたのだと思います。

　配布した史料の地図をご覧下さい。

　江戸時代、名栗は上名栗村、下名栗村とい

う２つの村でした。『新編武蔵風土記稿』に

よると戸数は４２６軒。下１、上２の比率で家

が点在しておりました。ちなみに平成１７年

の合併時、人口は２６２０名でした。

　名栗は幕府の直轄地で、幕府が検地しまし

た。この土地からはこの人が年貢を払うよう

にと幕府が決めた１８世紀後半の地図によると、

入間川沿いに屋敷。畑は５つに分類されてい

ました。「切り替え畑」というのは「焼き畑」

のこと。原始的な農業で、雑木等を焼いてそ

の灰を肥料とし、土が痩せると違う土地へ移

るというものです。「焼き畑」は必ず隣に里

山（林野）を持っており、幕府もそれを認めて

いました。個人持ちということで、広い土地

が「切り替え畑」となっ

ています。

　この頃、材木に価値が

出て来て「焼き畑」はど

んどん杉や桧に変わって

行った。里山も全部切り

替えられ、ここに「個人

山」が出現します。名栗

では畑よりも杉・桧とい

う形が江戸時代から行われたわけです。

「入会地」というのは、村人が全員で管理、

全員が利用して、生活に必要な事は山から持

って来るということが幕府から認められてい

るものです。「新田」というのは、芦ヶ久保村、

横瀬村の人々が開いたのですが、元が山林で

痩せていたため、失敗して彼らは引き揚げて

しまう。そこを上名栗村の人々が譲り受け「入

会地」として利用します。森林の知恵を持っ

ていた人達が、畑としてではなく山としてそ

こを利用しようとして行ったわけです。

「入会地」は、一番手前を馬草場、草を刈る

場所としています。二番目を茅場として茅を

刈り、炭焼きの俵を作ったり屋根を葺いたり

しました。残り大部分のところは雑木林にし

ておいて、炭を焼くということになります。

名栗の林産物の大きなものは材木と炭でした。

　また、一番奥を幕府の直轄地として、村人

を入れないようにして水源を守りました。か

なり進んだ考えを持っていたのではないかと

思います。

　このようにして土地を利用しておりました

が、名栗は２つの大きな地質的特徴を持って

います。１つは入間川が流れていく方向が東

南であるということ。雨を含んだ季節風を呼

び込む地形ということで、杉・桧には非常に

良い環境となっています。秩父の古成層とい

う水はけの良い土地と相まって、名栗は杉・

桧の育つ環境を持っていたと言えます。

　２つ目は、外秩父山地（吾野・東吾野・毛

呂・越生と続く標高千メートル以下の低い山

地）と奥秩父山地（千メートル以上の山が連

なる）との堺にありますから、下名栗村の人々

は「有馬谷津」という大きな財産を背負って

いることになります。上名栗村は人口の割に

入会地が少ない。従って、歴史上では下名栗

の人々は独立して一人一人が農林業に従事し

ていたということになり、上名栗村の人々は

少ない財産は有力者に買ってもらってその有

力者の下で働くという形をとったという、２

つの歴史の経過がございます。

　木材は入間川から荒川、そして江戸へ向か

い、一方、炭は飯能の問屋で集めてもらい、

川越の新河岸から江戸へ向かうという形で上

下の村民を支えていったわけです。

　次に、明治に入ります。

　明治２２年に上名栗と下名栗とが合併します。

「明治の大合併」では飯能市でもずいぶん合

併したと思います。名栗はこの時、２つの課

題を残します。

　１つは行政が秩父郡だったこと。材木と炭

は入間郡の組織で流れていたのに、行政だけ

は秩父郡でした。大正時代には「炭は秩父の

同業者組合に入れ」という決定に対して抵抗

運動をして、郡の議員や衆議院議員に働きか

けて調停に入ってもらい、大正１０年、漸く

吾野村と名栗村は入間郡に編入します。

　２つ目は、「入会地は大字のものです」と

いうことで財産を背負ったまま合併すること

になり、村に森林財産がゼロということにな

ってしまいました。“財布を持たない村長”が

誕生したわけです。初代から３代までの村長

は皆１年を待たずに辞表を出しています。事

由は身体上の理由ですが、村の運営が難しい

時期だったと思います。そして教育と土木は

“持っている”「大字」の責任。学校や道路を

造る、橋を架ける等は「大字」の責任であり、

村には関係ありませんでした。

　このように張り切って出発したのですが、

大正時代の学校の建設で負債を背負い込み、

昭和の経済恐慌で木材・炭の価値が下がり、大

きな負債を抱え込んで財政は危機に瀕します。

「大字」が危機に瀕すれば村も危機です。

　そういうようなことで、昭和１１年、教育と

財産を統一します。その時の碑が建っていま

すが、上名栗区会議員１２名、下名栗区会議員

１２名、村会議員１２名というように、名栗

には３６名の議員がいて、そこで政治が行わ

れていたというような状況を示しています。

　統一した財産は村に差し出されましたので、

村は５００ｈａ（実質１５００ｈａ）の村有財産を

初めて持つことが出来ました。戦後は未曾有

の好景気が来て、役場の新築、名栗中学校校

舎の新築、村道の拡張・舗装、橋を架ける等、

公共施設はどんどん充実して行きます。

『名栗の歴史（上）』は昭和３０年までを目安に

作りましたので万々歳で終わるわけですけれ

ども、その後、木材の低迷が来ましたので、

もう１冊本を作らなければならない位の状況

になっております。しかし、名栗で森林を育

て活用して、恩恵を受けてきたということは、

これからの飯能にも共通するのではないかと

思うのです。飯能でこれからどのように森林

を育成し、どのように活用してどのように恩

恵を受けるのか。また、何が恩恵なのか、何

が価値なのかということを考えていく上でも、

名栗の歴史は何か答えて

くれるのではないかな

と感じます。

飯能ロータリークラブ会報

第 2045 例会 2003.10.29 晴

・例会取消し（定款 第５条１―Ｃにより）

（NO.40-18)天　候

第 2054 例会 2003.12. 31 晴

・例会取消し（年末休日のため）

（NO.40-27)天　候

月   日
当　番

［担当委員会］
例会数 行　事　予　定

８．３ ２，１３７

８．１０ ２，１３８

８．１７ ２，１３９

８．２４２，１４０

８．３１２，１４１

土屋（良）君
田 辺 君

［会長・幹事］

山 崎 君
吉田（武）君

［親睦活動］

山 岸 君
矢島（高）君

［会員選考］

山 川 君
吉 島 君

［会員増強退会防止］

結婚・誕生日祝

卓 話　　　　　　　　　

「夫婦の挨拶・親への挨拶」
五十嵐酒造株式会社  　　

　代表取締役　五十嵐智勇 様

卓 話　　　　　　　　　

「これからの飯能市商工業の 
　　　　　     発展について」

（有）建米田中木工所　　

　代表取締役　田中聡憲 様

ガバナー公式訪問

卓 話　　　　　　　　
第２５７０地区　　

　鈴木勳二 氏

夜 間 例 会
大松閣

開会 １８：３０

例会取消
（定款による）

平成１７年８月のプログラム
（月間テーマ  会員増強および拡大月間）

月   日
当　番

［担当委員会］例会数 行　事　予　定

　１１０　． ２，３０２

　８１０　． ２，３０３

１５１０　． ２，３０４

２２１０　． ２，３０５

２９１０　． ２，３０６

細田（伴）君
橋 本 君
［職業奉仕］

飯能市教育委員会 学校教育課アドバイザー

小久保則之様

卓 話「最近の学校から」

平 沼 君
萩野（暁）君
［米山奨学］

１５７０地区ＲＣ 地区米山学友委員長
（秩父ＲＣ）井上  豊様

大松閣 １８：００

卓 話「米山奨学会あれこれ」

服 部 君
細田（吉）君
［親睦活動］

夜　間　例　会

例会取消（定款による）

石 井 君
市川（洋）君
［プログラム］飯能ＲＣ パスト会長 吉 田  健様

卓 話「ロータリーを楽しみましょう」

平成２０年１０月のプログラム
（月間テーマ  職業奉仕月間・米山月間）

私と森林環境教育について

山岸敬司様

悪所の巻「色里  吉原」

代表取締役社長

旭ダイヤモンド産業株式会社

日本文化――いろいろ話

小谷野 正弘様取締役社長

有限会社 狭山乗馬センター

世界大会に参加して

米山奨学会あれこれ

井上 豊様地区米山奨学学友委員長 （秩父ＲＣ）

米山奨学生（志木ＲＣ）劉 泰佑君

雨

当 番 田辺君、土屋（崇）君

ロータリーの未来は  あなたの手の中に

ジョン・ケニー

ロ ー タ リ ー 財 団 月 間

今 を 大 事 に

木 川 一 男 今年度  会報・広報担当：山　　川　　荘　太　朗

土 屋 良 一小谷野正弘吉 澤 文 男

加 藤 玄 静

月   日 当　番
［担当委員会］

例会数 行　事　予　定

１１．４ ２，３５９

２，３６０

２，３６１

２，３６２

１１．１１

１１．１８

１１．２５

塩 野 君
土屋（良）君

田 中 君
吉田（健）君

田 辺 君
土屋（崇）君

［プログラム］

［プログラム］
矢 島 君
吉田（武）君
［Ｒ財団］

［職業分類］

卓話「インフルエンザについて」

土屋  崇会員

イニシエーション・スピーチ

川口 浩会員中里忠夫会員 ・

卓話「村史編さん史料でたどる
　　　　　   『名栗のあゆみ』」

医師

飯能市文化財保護審議委員
名栗村史編さん委員 島田  稔様

卓話
「ロータリー財団月間にちなんで」

平成２１年１１月のプログラム
（月間テーマ  ロータリー財団月間）

月   日 当　番
［担当委員会］

例会数 行　事　予　定

２，３６３

２，３６４

２，３６５

２，３６６

１２．１６

１２．２３

山 岸 君
矢島（高）君

山 口 君
安 藤 君

［会長・幹事］

吉田（行）君
吉 澤 君
［会長・幹事］

［親睦活動］

年 次 総 会

クリスマス家族会
点鐘１８：００

クラブ協議会

例会取消（定款による）

例会取消（法定休日）

２，３６７１２．３０

平成２１年１２月のプログラム
（月間テーマ  家族月間）

１２．２

１２．９

（四つのテスト）

（結婚・誕生日祝）

会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率
前々回修正
出　席　率

１１／６（金）  飯能ＲＣゴルフコンペが

良い天気の中、無事行われました。 第２３６２　例会

１１月２５日（４、水）
当番　矢島君、吉田（武）君

「ロータリー財団月間にちなんで」

卓 話

飯能市文化財保護審議委員
名栗村史編さん委員

島   田     稔 様

村史編さん史料でたどる
　　　　　　『名栗のあゆみ』

インフルエンザについて

土屋  崇 会員医師



・点　鐘　木川会長

・ソング　我等のなりわい�

・卓　話　島田　稔様�

【会長報告】『ミニ卓話』

　１９４７年１月２７日、ポール・ハリスは自宅で

この世を去りました。享年７８歳。１月３０日、

小雪の降る中、葬儀が行われ、多くのロータリ

アンが参列。チェスリー・ペリー、トーマス・

ウォーレン等が弔辞を述べ、７０か国、３０万

人以上のロータリアンが創設者の死を悼みま

した。彼の死は財団の転換点となり、ＲＩに

は寄付が相次ぎ、財団はＰ・ハリス記念基金を

設け、Ｐ・ハリスに敬意を表したロータリアン

に財団寄付をお願いしました。反響は素晴ら

しく、翌年７月までに１３０万ドル以上が寄付

されました。１９４７年、最初の財団プログラム

「高等研究奨学金」が最初のロータリー国際親

善奨学生の基金になったそうです。

　財団の発展はプログラムを開発したことに

始まりました。世界中のロータリアンの心を

とらえたプログラムは、ロータリーの理想を

掲げ育むものばかりだったそうです。

　Ｐ・ハリスの遺体はシカゴ郊外・ブルーアイ

ランド、マウントホープ墓地に埋葬、遺言に

より、終生の友だったシルベスター・シールの

隣に眠っているそうです。墓石には彼が一生

をその活動に捧げたＲＣのマークが刻まれて

います。彼には子どもは無く、夫人は生まれ

た地の英国に埋葬されているとのことです。

◎半田会長エレクト

　１０／３０パスト会長会、１１／４理事会で審議、

修正を加えた次年度細則改正案（最終案）の承

認をお願いします。

　大附、木川年度でＣＬＰを導入、細則に若

干の修正を加える必要があり、３年目でもあ

るということで改正を考えました。その際、

大木、神田（康）、新井、山川各氏にお知恵を

拝借しました。

　主な変更点ですが、定款によれば、四大奉仕

部門はＲＣ活動の哲学的および実際的な基準

ですので、柱となる５名の委員長全員と直前

会長を含む１６名を理事とし、常任委員会で

四大奉仕部門を先に配置しました。

　変更には細心の注意を払いましたが、未だ

至らぬ点もあろうかと思います。多少の手直

しはお任せ頂くということでご賛同頂けます

ようよろしくお願い致します。

◎木川会長�

　ご承認頂けるようでしたら拍手をお願いし

ます。

（拍手）では、承認させて頂きます。有難う

ございました。

【幹事報告】

◎例会変更のお知らせ�

◇所沢中央ＲＣ�

・１２／２１（月）　振替休会

　　　　　　　　１２／１９（土） 家族同伴忘年会�

・１２／２８（月）　例会取消（定款６―１―Ｃ）�

・１／１１（月）　   法定休日により休会�

・１／２５（月）　   振替休会

　　　　　　  所沢市内５クラブ合同例会に振替�

◇新所沢ＲＣ�

・１２／８（火）　   振替休会

　　　　　　　　１２／５（土） 家族と共に忘年会�

・１２／２９（火）    例会取消（定款６―１―Ｃ）

・１／２６（火）　　振替休会

　　　　　　  所沢市内５クラブ合同例会に振替�

◎山口会員（飯能プリンスホテル支配人）�

　Ｈ２２年度より当店は宿泊特化型ホテルに

営業形態を変更、３／３１をもってレストラン・

宴会部門は終了とさせて頂きます。大幅な収

支改善を行い事業所の存続を図ることがベス

トの選択と判断しました。この場をもって皆

様にご報告をさせて頂きたいと思います。

◎山川幹事

　今後も大変なご苦労があるのかなと感じる

ところですけれども、飯能ＲＣとしても例会

場をどこにするかは時間を頂いて選択してい

きたいと思います。�

【委員会報告】

◎米山奨学委員会　　　　　　　  萩野（暁）君

　第４回米山功労者（マルチプル）表彰

　　　　　　　　　　　　木川一男会員

　第１回米山功労者（マルチプル）表彰

　　　　　　　　　　　　和泉由起夫会員

　おめでとうございます。（拍手）

　１１／８（日）米山の会議での決定事項ですが

３／１３（土）４０名程度で米山記念館訪問旅行が

あります。ご希望の方はお申し出下さい。木

川会長は個人で先月訪問されています。また、

次年度も奨学生を受け入れる予定です。

　北田会員の申し出により、インフルエンザ

の予防ということで手拭きを配布することに

なりました。従って和食ではお茶、洋食では

水、どちらか１つのサービスとなります。

◎会員増強委員会　　　　　　　　　山岸君

　会員に推薦したい方がいらっしゃいました

ら、私か事務局までお知らせ下さい。１２／１０

が一応の期限です。ご協力お願いします。

◎親睦活動委員会　　　　　　　　　小川君

　１１／６（金）ゴルフコンペ、優勝は矢島（高）会員。

Ｘマス例会にはコカリナ奏者・黒坂黒太郎氏

が出演。ご家族でご出席下さい。１１／２８・２９

親睦旅行の新パンフ配布。申し訳ありません

が費用は８万５千円に修正させて頂きます。

【出席報告】

　

　

　

　

【Ｍ　　Ｕ】

１１／８（ガバナー）萩野（暁）君

　

【結婚・誕生日祝】

◇入会記念日おめでとう。�

　北田君、山川君、市川（洋）君、吉島君

　小久保君

◇結婚記念日おめでとう。�

　市川（洋）君、田辺君、新井君、塩野君

　和泉君、橋本君、島田君、土屋（崇）君

　細田（吉）君、細田（伴）君、雨間君、安藤君

　萩野（映）君

◇会員誕生日おめでとう。�

　１４大崎君、１８吉田（武）君、２０大河原君

　２７萩野（暁）君

◇ 夫人誕生日おめでとう。�

　５細田（伴）夫人、９服部夫人、１１馬場夫人

　１４新井夫人、１５細田（徳）夫人、平沼夫人

　１５田辺夫人、２０齋藤夫人、大野康夫夫人

　２４大附夫人

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・島田先生、本日はご苦労様です。卓話楽し

　みにしておりました。  矢島（巌）君、山川君

　　　　　　　　　　  大野康君、吉田（行）君�

・先日の親睦ゴルフで優勝させて頂きました。

　ありがとうございます。　　　  矢島（高）君�

・文化新聞に掲載されている昔の写真館「ま

　え宏さん協力」は、実は私です。　前島君�

・先日、飯能会ゴルフコンペで優勝致しまし

　た。　　　　　　　　　　　　　　新井君�

・誕生日祝い有難うございます。　吉田（武）君�

・当クラブ３番目の年齢になりました。

　　　　　　　　　　　　　　　  萩野（暁）君�

・妻の誕生日祝い有難うございます。

　　　　　  細田（徳）君、齋藤君、大野康夫君

　平沼君、大附君、新井君、服部君、馬場君�

・月日の経つのは早いもので、５５回目の結婚記

　念日を迎えました。人生、既にロスタイムに入っ

　て居ります。５５年を如何に生きたかを振り返り

　ながら、日々を過ごしております。　 橋本君�

・結婚記念日、お花を有難うございます。

　　　　　　安藤君、市川（洋）君、土屋（崇）君

　　　  細田（吉）君、塩野君、新井君、和泉君�

・矢島高明さん、優勝おめでとう。　山川君�

・入会記念祝い有難うございます。　北田君

　　　山川君（１６回目）、吉島君、市川（洋）君�

本日計８０，０００円、累計額４８９，１２３円。

◎１８日例会当番は田中会員、吉田（健）会員です。

【卓　　話】

講師紹介　　　　　　　加藤職業分類委員長

　Ｓ１１年、上名栗生まれ。埼玉大学教育学部

卒業後、小・中学校教員および高麗小、名栗小、

名栗中の校長を歴任。Ｈ９年、日高市教育委

員会を退職後、名栗村教育委員、名栗村文化

財保護審議委員、村史編纂委員。私共は目が

東京の方に向きまして、すぐ隣のことはよく

存じ上げない方が多いと思います。是非名栗

のことを知って頂きたいと思い企画しました。

　村史編さん事業は旧名栗村の村制１００周年

記念事業として平成９年に出発して１２年経

ちます。その間、資料収集等を行い、中には

飯能市の有形文化財にまでなった「森林組合

文書」等、貴重なものがたくさん含まれてい

ます。現在までに『名栗の民俗（上）』『名栗

の民俗（下）』『名栗の歴史（上）』の３冊が出

ており、３冊共、帯には「ふりかえれば、豊

かなくらしの文化がある。」と書いてあります。

また『名栗の歴史（上）』には「森林文化都市の

未来に向けて」とあります。

これは“森林に支えられた

豊かなくらしの森林文化が

ある”と読み替えることが

出来る位、名栗の文化は森

林に支えられておりました

ので、それを勘案して入れ

て頂いたのだと思います。

　配布した史料の地図をご覧下さい。

　江戸時代、名栗は上名栗村、下名栗村とい

う２つの村でした。『新編武蔵風土記稿』に

よると戸数は４２６軒。下１、上２の比率で家

が点在しておりました。ちなみに平成１７年

の合併時、人口は２６２０名でした。

　名栗は幕府の直轄地で、幕府が検地しまし

た。この土地からはこの人が年貢を払うよう

にと幕府が決めた１８世紀後半の地図によると、

入間川沿いに屋敷。畑は５つに分類されてい

ました。「切り替え畑」というのは「焼き畑」

のこと。原始的な農業で、雑木等を焼いてそ

の灰を肥料とし、土が痩せると違う土地へ移

るというものです。「焼き畑」は必ず隣に里

山（林野）を持っており、幕府もそれを認めて

いました。個人持ちということで、広い土地

が「切り替え畑」となっ

ています。

　この頃、材木に価値が

出て来て「焼き畑」はど

んどん杉や桧に変わって

行った。里山も全部切り

替えられ、ここに「個人

山」が出現します。名栗

では畑よりも杉・桧とい

う形が江戸時代から行われたわけです。

「入会地」というのは、村人が全員で管理、

全員が利用して、生活に必要な事は山から持

って来るということが幕府から認められてい

るものです。「新田」というのは、芦ヶ久保村、

横瀬村の人々が開いたのですが、元が山林で

痩せていたため、失敗して彼らは引き揚げて

しまう。そこを上名栗村の人々が譲り受け「入

会地」として利用します。森林の知恵を持っ

ていた人達が、畑としてではなく山としてそ

こを利用しようとして行ったわけです。

「入会地」は、一番手前を馬草場、草を刈る

場所としています。二番目を茅場として茅を

刈り、炭焼きの俵を作ったり屋根を葺いたり

しました。残り大部分のところは雑木林にし

ておいて、炭を焼くということになります。

名栗の林産物の大きなものは材木と炭でした。

　また、一番奥を幕府の直轄地として、村人

を入れないようにして水源を守りました。か

なり進んだ考えを持っていたのではないかと

思います。

　このようにして土地を利用しておりました

が、名栗は２つの大きな地質的特徴を持って

います。１つは入間川が流れていく方向が東

南であるということ。雨を含んだ季節風を呼

び込む地形ということで、杉・桧には非常に

良い環境となっています。秩父の古成層とい

う水はけの良い土地と相まって、名栗は杉・

桧の育つ環境を持っていたと言えます。

　２つ目は、外秩父山地（吾野・東吾野・毛

呂・越生と続く標高千メートル以下の低い山

地）と奥秩父山地（千メートル以上の山が連

なる）との堺にありますから、下名栗村の人々

は「有馬谷津」という大きな財産を背負って

いることになります。上名栗村は人口の割に

入会地が少ない。従って、歴史上では下名栗

の人々は独立して一人一人が農林業に従事し

ていたということになり、上名栗村の人々は

少ない財産は有力者に買ってもらってその有

力者の下で働くという形をとったという、２

つの歴史の経過がございます。

　木材は入間川から荒川、そして江戸へ向か

い、一方、炭は飯能の問屋で集めてもらい、

川越の新河岸から江戸へ向かうという形で上

下の村民を支えていったわけです。

　次に、明治に入ります。

　明治２２年に上名栗と下名栗とが合併します。

「明治の大合併」では飯能市でもずいぶん合

併したと思います。名栗はこの時、２つの課

題を残します。

　１つは行政が秩父郡だったこと。材木と炭

は入間郡の組織で流れていたのに、行政だけ

は秩父郡でした。大正時代には「炭は秩父の

同業者組合に入れ」という決定に対して抵抗

運動をして、郡の議員や衆議院議員に働きか

けて調停に入ってもらい、大正１０年、漸く

吾野村と名栗村は入間郡に編入します。

　２つ目は、「入会地は大字のものです」と

いうことで財産を背負ったまま合併すること

になり、村に森林財産がゼロということにな

ってしまいました。“財布を持たない村長”が

誕生したわけです。初代から３代までの村長

は皆１年を待たずに辞表を出しています。事

由は身体上の理由ですが、村の運営が難しい

時期だったと思います。そして教育と土木は

“持っている”「大字」の責任。学校や道路を

造る、橋を架ける等は「大字」の責任であり、

村には関係ありませんでした。

　このように張り切って出発したのですが、

大正時代の学校の建設で負債を背負い込み、

昭和の経済恐慌で木材・炭の価値が下がり、大

きな負債を抱え込んで財政は危機に瀕します。

「大字」が危機に瀕すれば村も危機です。

　そういうようなことで、昭和１１年、教育と

財産を統一します。その時の碑が建っていま

すが、上名栗区会議員１２名、下名栗区会議員

１２名、村会議員１２名というように、名栗

には３６名の議員がいて、そこで政治が行わ

れていたというような状況を示しています。

　統一した財産は村に差し出されましたので、

村は５００ｈａ（実質１５００ｈａ）の村有財産を

初めて持つことが出来ました。戦後は未曾有

の好景気が来て、役場の新築、名栗中学校校

舎の新築、村道の拡張・舗装、橋を架ける等、

公共施設はどんどん充実して行きます。

『名栗の歴史（上）』は昭和３０年までを目安に

作りましたので万々歳で終わるわけですけれ

ども、その後、木材の低迷が来ましたので、

もう１冊本を作らなければならない位の状況

になっております。しかし、名栗で森林を育

て活用して、恩恵を受けてきたということは、

これからの飯能にも共通するのではないかと

思うのです。飯能でこれからどのように森林

を育成し、どのように活用してどのように恩

恵を受けるのか。また、何が恩恵なのか、何

が価値なのかということを考えていく上でも、

名栗の歴史は何か答えて

くれるのではないかな

と感じます。

飯能ロータリークラブ会報

第 2045 例会 2003.10.29 晴

・例会取消し（定款 第５条１―Ｃにより）

（NO.40-18)天　候

第 2054 例会 2003.12. 31 晴

・例会取消し（年末休日のため）

（NO.40-27)天　候

月   日
当　番

［担当委員会］
例会数 行　事　予　定

８．３ ２，１３７

８．１０ ２，１３８

８．１７ ２，１３９

８．２４２，１４０

８．３１２，１４１

土屋（良）君
田 辺 君

［会長・幹事］

山 崎 君
吉田（武）君

［親睦活動］

山 岸 君
矢島（高）君

［会員選考］

山 川 君
吉 島 君

［会員増強退会防止］

結婚・誕生日祝

卓 話　　　　　　　　　

「夫婦の挨拶・親への挨拶」
五十嵐酒造株式会社  　　

　代表取締役　五十嵐智勇 様

卓 話　　　　　　　　　

「これからの飯能市商工業の 
　　　　　     発展について」

（有）建米田中木工所　　

　代表取締役　田中聡憲 様

ガバナー公式訪問

卓 話　　　　　　　　
第２５７０地区　　

　鈴木勳二 氏

夜 間 例 会
大松閣

開会 １８：３０

例会取消
（定款による）

平成１７年８月のプログラム
（月間テーマ  会員増強および拡大月間）

月   日
当　番

［担当委員会］例会数 行　事　予　定

　１１０　． ２，３０２

　８１０　． ２，３０３

１５１０　． ２，３０４

２２１０　． ２，３０５

２９１０　． ２，３０６

細田（伴）君
橋 本 君
［職業奉仕］

飯能市教育委員会 学校教育課アドバイザー

小久保則之様

卓 話「最近の学校から」

平 沼 君
萩野（暁）君
［米山奨学］

１５７０地区ＲＣ 地区米山学友委員長
（秩父ＲＣ）井上  豊様

大松閣 １８：００

卓 話「米山奨学会あれこれ」

服 部 君
細田（吉）君
［親睦活動］

夜　間　例　会

例会取消（定款による）

石 井 君
市川（洋）君
［プログラム］飯能ＲＣ パスト会長 吉 田  健様

卓 話「ロータリーを楽しみましょう」

平成２０年１０月のプログラム
（月間テーマ  職業奉仕月間・米山月間）

私と森林環境教育について

山岸敬司様

悪所の巻「色里  吉原」

代表取締役社長

旭ダイヤモンド産業株式会社

日本文化――いろいろ話

小谷野 正弘様取締役社長

有限会社 狭山乗馬センター

世界大会に参加して

米山奨学会あれこれ

井上 豊様地区米山奨学学友委員長 （秩父ＲＣ）

米山奨学生（志木ＲＣ）劉 泰佑君

雨

当 番 田辺君、土屋（崇）君

ロータリーの未来は  あなたの手の中に

ジョン・ケニー

ロ ー タ リ ー 財 団 月 間

今 を 大 事 に

木 川 一 男 今年度  会報・広報担当：山　　川　　荘　太　朗

土 屋 良 一小谷野正弘吉 澤 文 男

加 藤 玄 静

月   日 当　番
［担当委員会］

例会数 行　事　予　定

１１．４ ２，３５９

２，３６０

２，３６１

２，３６２

１１．１１

１１．１８

１１．２５

塩 野 君
土屋（良）君

田 中 君
吉田（健）君

田 辺 君
土屋（崇）君

［プログラム］

［プログラム］
矢 島 君
吉田（武）君
［Ｒ財団］

［職業分類］

卓話「インフルエンザについて」

土屋  崇会員

イニシエーション・スピーチ

川口 浩会員中里忠夫会員 ・

卓話「村史編さん史料でたどる
　　　　　   『名栗のあゆみ』」

医師

飯能市文化財保護審議委員
名栗村史編さん委員 島田  稔様

卓話
「ロータリー財団月間にちなんで」

平成２１年１１月のプログラム
（月間テーマ  ロータリー財団月間）

月   日 当　番
［担当委員会］

例会数 行　事　予　定

２，３６３

２，３６４

２，３６５

２，３６６

１２．１６

１２．２３

山 岸 君
矢島（高）君

山 口 君
安 藤 君

［会長・幹事］

吉田（行）君
吉 澤 君
［会長・幹事］

［親睦活動］

年 次 総 会

クリスマス家族会
点鐘１８：００

クラブ協議会

例会取消（定款による）

例会取消（法定休日）

２，３６７１２．３０

平成２１年１２月のプログラム
（月間テーマ  家族月間）

１２．２

１２．９

（四つのテスト）

（結婚・誕生日祝）

会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率
前々回修正
出　席　率

１１／６（金）  飯能ＲＣゴルフコンペが

良い天気の中、無事行われました。 第２３６２　例会

１１月２５日（４、水）
当番　矢島君、吉田（武）君

「ロータリー財団月間にちなんで」

卓 話

飯能市文化財保護審議委員
名栗村史編さん委員

島   田     稔 様

村史編さん史料でたどる
　　　　　　『名栗のあゆみ』

インフルエンザについて

土屋  崇 会員医師


