
【開式の言葉】　　　　森和夫４５周年実行委員長

　　大いなる春というもの来るべし

　　　　大いなる春というもの来るべし

　季節にはうねりがあります。大きいうねりの頂

点が春であります。季節にうねりがありますよう

に時間にもうねりがあります。大きい時間のうね

りの頂点に飯能ロータリークラブ４５周年がござ

います。

　皆さん、今日は飯能ＲＣ４５周年をこぞって寿ぎ

そして、楽しい時を過ごして頂きたいと思います。

　ここに、飯能ＲＣ創立４５周年記念式典を開式

致します。

【会長挨拶】　　　　　　　　　　　木川一男会長

　本日は飯能ＲＣ創立４５周年

を迎えるにあたりまして記念

式典を挙行致しましたとこ

ろ、第２５７０地区ガバナーの

加藤玄静様はじめ、飯能市長

の沢辺様をお迎えし、かつ、

このように大勢の会員ならび

に令夫人の方々のご臨席を賜

り、感謝に堪えないところで

ございます。

　特に日高ＲＣにおかれましては会員登録を頂い

た上に、かつまた、例会振替のご出席とのこと、

心より御礼を申し上げます。

　また、大韓民国東清州ＲＣから、会員４名様の

ご臨席を頂きまして、飯能ＲＣ創立４５周年に錦上

花を添えて頂きましたこと、改めて敬意と感謝の

意を表し、深く御礼を申し上げます。

　飯能ＲＣは１９６４（Ｓ３９）年７月、武蔵ＲＣ（現在の

入間ＲＣ）が親クラブとなり、日本で６４３番目のク

ラブとして、初代会長に平岡文夫氏を迎え、会員

３６名にて誕生致しました。

　そして、大韓民国東清州ＲＣとは１９７０（Ｓ４５）年

６月２４日、姉妹クラブとさせて頂いたわけでご

ざいます。５年前の４０周年記念式典におかれまし

て改めて友好合意書の締結および調印、更なる親

睦を深め、姉妹クラブとなってから約４０年を経

過し現在に至っております。自然は常に変わるこ

となく春の訪れを告げ、桜のつぼみも日に日に膨

らんで微笑みかけております。その目映い季節、

正に大韓民国東清州ＲＣの皆様をお迎えするに相

応しい季節と存じます。本当に遠方よりようこそ

お出向きを頂きまして、ただただ感謝するばかり

でございます。幾重にも御礼を申し上げます。

　さて今、世界経済は２１世紀のさ中にあり、国際

協調を機軸とするうねりの中で、私共飯能ＲＣ会

員６２名も新たな活動を目指すべく、一層の飛躍

を図らなければならないと心に銘じております。

　創立４５周年に当たり、森和夫実行委員長の下、

多彩な記念事業を企画・実行して参りますので後

程ご報告させて頂きます。

　埼玉県南西部に位置する飯能市は人口８万３千

人、「緑と清流のまち」をスローガンに掲げており

ます。Ｈ１７年４月１日には「森林文化都市宣言」を

すると共に、環境省の指定を受け、自然や生活文化

を体験する「エコツーリズム事業」を推進し、一層

の地域振興を図っております。その中にあって飯

能ＲＣは、歴代の会長、役員皆様をはじめとする会

員の方々のご努力により、市との協調を保ちつつ、

現在まで続いて参っております。

　今日の良き日を機に改めて初心に立ち返り、こ

れからも各委員および会員の皆様のご協力を仰ぎ

ながら、情熱を持って、ＲＣの実を上げるべく、

新鮮な挑戦をして行く所存でございます。

　今後共、各位のご指導ご鞭撻を賜りますようお

願い申し上げ、更に大韓民国東清州ＲＣならびに

飯能ＲＣの発展と皆様方のご健勝を祈念申し上げ

て、両国の未来が末永く輝き続けますよう信じな

がら、今日一日、心置きなくお過ごし頂ければと願

っております。

　本日ご出席頂きました東清州ＲＣから、飯能ＲＣ

会員皆様にということでお土産を頂いております

ので、ご報告申し上げます。

　以上を持ちまして簡単ではございますが、私の

挨拶とさせて頂きます。有難うございました。

　　　　　　　　　　　　（韓国語通訳：李讃雨様）

【創立会員挨拶】チャーターメンバー 細田徳二郎会員

　飯能ＲＣ４５周年、誠におめでとうございます。

光陰矢の如しと申しますが、もう４５年経ってしま

ったのかと思うと感無量でございます。飯能ＲＣ

は３６名でスタート。今、吉島先輩がご健在です

けれども、あと私のみになりました。今日、現役は

私だけでございますので、賞味期限が切れたよう

ですがお許しを願いまして、このクラブの出来た

ところからお話をさせて頂きたいと思います。

　飯能市長、加藤ガバナーには年度末のお忙しい

ところ、また、遠路、東清州の方、

ありがとうございます。会員、

家族、大勢の出席を得まして

盛大にお祝いが出来ますこと

誠にありがとうございます。

　Ｓ３９年は東京オリンピック

の話がいろいろございまして、

高速道路とか新幹線、首都高等、

今までに無いものが出来まし

た。便利性の高いもので、オリ

ンピック開催を控え、非常に活気が出ている時で

した。その頃、大宮ＲＣから、所沢と飯能にクラブを

作らないかというような話が来ました。しかし

ＲＣそのものをあまり理解していなかったので、

なかなかまとまりませんでした。大宮も急いでい

たようで方向変換して狭山・武蔵・飯能の真ん中と

いうことで武蔵に強くアピールしたものですから

武蔵もいろいろ躊躇したようですけれども同意、

Ｓ３４年に２１名でスタートすることになりました。

飯能から５名が入って、勉強して、少し経ってから

飯能にも、ということになっておりましたけれども、

クラブ創設があちこちでありましたので飯能でも

作らないわけにはいかないということになり、会

議所の平岡会長がＲＣの会長になって会員を募集、

３６名の応募があってスタートすることになりま

した。Ｓ３９年７月２２日でございました。承認が

１１月２日。翌４０年４月７日、天覧山下の公会堂に

ＲＣ会員、家族、約５００人が集まり、盛大な認証状

伝達式がございました。帰りに平岡レースの工場

見学をして日程を終わりました。

　その頃、関東甲信越が１地区、東京・千葉・埼玉が

一緒で「ガバナー訪問」というと都内の方が上にな

りました。神守、竹田、松方とガバナー３代が終わ

る頃は増強が進み、東京が分かれ千葉・埼玉になり、

それから埼玉一円、次が荒川を境に２５７０地区と

２７７０地区ということで現在に至っております。

　当時のガバナーは忙しく、２つ、３つ合同のガバ

ナー訪問をして、本部からクレームが付いたり等

して大騒ぎしたことが印象に残っております。

　４５年の長い月日には変わることもございまして、

女性の入会、１業種１会員の開放等ございました。

越生毛呂ＲＣ設立も川越地区に移りましたので絆

が薄れております。東清州の方とは４０年のお付

合いを頂いているわけですが、１９７０年に２６人の

飯能の会員が東清州に参りまして姉妹クラブの締

結をさせてもらったことが印象に残っております。

日高で一番最初は清水勇三さんでＳ４５年６月に

入会、続いて１０名程が仲間になられましたが、も

う４０年以上のお付き合いをさせて頂いています。

　これからもいろいろ変わったことがあると思い

ますが、せっかくのクラブですので皆様とご相談

したりしながら、皆が上手く行きますように祈り

たいと思います。ご来会の皆様のご健勝をお祈り

致しまして祝辞に代えさせて頂きます。

　

【来賓祝辞】

国際ロータリー第２５７０地区ガバナー　加藤玄静様

　本日は飯能ＲＣ創立４５周年、たいへんおめでと

うございます。創立会員の細田様より当時の苦労

話が出て、私が二十歳の年ですから、４５年という

のは歴史のあることだなと実感しておりました。

　飯能は、私の、青年会議所の先輩であります沢辺

様が現職市長でありパストガバナーでは中里さん

にも森さんにもたいへんお世

話になっているクラブでござ

います。私の年度の出発は私

の寺では少し規模が小さいの

で能仁寺さんをお借りして会

長エレクト研修会をさせて頂

きました。未だに「正座して足

が痛かった」等の話を聞きます。

　先般、木川会長より文化新

聞の記事を頂きまして、当初

から最近までの事業内容がぎっしりと書いてあり、

伝統あるクラブは地域に密着した必要な事業を適

切に行っているなと感じました。また昨年ＲＩ会

長を輩出された大韓民国の東清州も友好クラブと

のこと。今日は飛行場から直接ここへ来られたと

のことで金会長始め皆様方もお疲れと思います。

　木川会長から「事業計画書」を頂いた時、「恕」を

今年は大切にしたいとのことで、ずいぶん哲学的

な言葉であるし、また、我々が忘れている大切なこ

とだと私も実感をしておりました。「恕」は、「忠」を

つけて「忠恕」で“人への思いやり”という言葉にも

なりますし「寛恕」となると“赦す”ということにな

ります。木川さんの人柄が非常に出ている言葉で、

私もいろいろな会長のテーマや言葉を見ますけれ

ども非常に心を打たれた文章でございました。

　特に今日は「親子」ということで日高の高木会長

はじめ会員が全員登録で参加とのこと、皆さん方

の絆も強く感じられるわけでございます。

　今、ロータリーを取り巻く環境は非常に厳しく、

日本でも最大１２万５千人いた会員が現在９万２

千人に減り、１０年前の、本庄の高橋パストガバナー

の時には２８００人台だった会員数が、私の代では

１８００人台。１０００人減少しております。しかし私は、

数が減っていても、地区５４のクラブがそれぞれ

地域に必要な、国際貢献の出来る活動をしている

ということは絶対に他の地区に負けないことだと

誇りに思っておる次第でございます。

　あと５年経ちますと５０周年。ＲＩから特別な表

彰を受ける資格が出るクラブであります。これは

会員だけの力でなく当初このクラブを創立された

人達の力があったからこそであり、創立会員の方

には本当に心から敬意を表するわけでございます。

　もう１つ忘れてはいけないのは、我々の体、家庭、

企業を支えている陰の力です。自分だけの力で今、

ロータリーにいて社会貢献、国際貢献が出来るわ

けではありません。特に、席を替わって前に座って

頂いた方が良い位、令夫人の方の貢献度が高い。

奥様の力があるから我々が安心してロータリー活

動に邁進が出来るわけでございます。

　うちの女房が朝起きますと「今日もロータリー？」。

真っ先に言う事は「おはようございます」ではない

のです。「まさかお彼岸中はＲＣのことは無いでし

ょうね」「普段、あなたは卓話で“職業倫理”がどう

のこうの言ってるけれど、自分の仕事に対しては

どうなんですか」と、今日はきつい言葉を頂きまし

た。本当は昼過ぎに出ても間に合うのですが嫌だ

ったので朝９時に家を出まして途中あちこち寄り

ながら飯能に来ました。それだけ自分の女房とい

うものは我々の体のことも仕事のことも気遣って

くれる…そういう風に解釈すれば良いのではない

かなと思っております。飯能ＲＣの方達が社会貢

献するためには奥様の力も必要になりますので、

留守はよく守って頂きまして、旦那の体、家族、企

業と、この３つが上手く行きましてロータリー活

動が安心して出来るような社会を作っていきたい

と思っております。

　４／１７・１８地区大会を残して私も６／３０で佐藤

Ｇ補佐と一緒に任期が終わるわけでございます。

是非、地区大会には全員で参加をして頂きたい。今、

ＲＣの環境を考えた時、今年は登録料を頂かない

中で、従来にない、中味のある大会を企画しており

ます。よろしくお願いしたいと思っております。

今日は４５周年たいへんおめでとうございました。

大韓民国東清州ＲＣ会長　金　應官様

　創立４５周年記念式典、誠におめでとうございます。

その間、地域社会発展と世界平和および友好と親

善のための貴クラブの奉仕業績に敬意を表します。

　昨年４月にあった私共、東清州ＲＣの創立４０

周年記念行事に木川一男会長はじめ多くの会員の

方々にご訪問頂き、深い友情を分かち合い、姉妹

クラブとしての友情を再三確認しました。私も今

回で飯能ＲＣ訪問が３回目になりますが、貴クラ

ブの３５周年記念式典には新入会員として訪問さ

せて頂き、４０周年記念式典には総務として訪問さ

せて頂き、本日、４５周年記念式

典には会長として訪問させて

頂いたわけですが、貴クラブ

に対しては格別な思いがあり

ます。

　１９７０年、飯能ＲＣと私共、

東清州ＲＣが姉妹締結を結び、

４０年の間、いろいろな対外的

な厳しい障害も多かったにも

かかわらず持続的な交流で発

展させ、友好関係をより深めながら今日に至って

おります。その間、両クラブの間に紆余曲折も多

く、美しい思い出も多かったと思います。

　今後共、友情の絆を深め、永遠に地球と世界に向

かって奉仕のロータリーの旗を手に持ち、苦難に

立たされた人々の心の支えになることを願います。

　このような素晴らしい式典に私共が参加出来る

ようにご招待頂いた飯能ＲＣ会長・木川一男様を

はじめ会員の皆様方に感謝申し上げ、皆様の健康

と幸福をお祈り申し上げます。

　ありがとうございました。（韓国語通訳：李讃雨様）

※この写真は車乗入れ禁止前のものです。
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【開式の言葉】　　　　森和夫４５周年実行委員長

　　大いなる春というもの来るべし

　　　　大いなる春というもの来るべし

　季節にはうねりがあります。大きいうねりの頂

点が春であります。季節にうねりがありますよう

に時間にもうねりがあります。大きい時間のうね

りの頂点に飯能ロータリークラブ４５周年がござ

います。

　皆さん、今日は飯能ＲＣ４５周年をこぞって寿ぎ

そして、楽しい時を過ごして頂きたいと思います。

　ここに、飯能ＲＣ創立４５周年記念式典を開式

致します。

【会長挨拶】　　　　　　　　　　　木川一男会長

　本日は飯能ＲＣ創立４５周年

を迎えるにあたりまして記念

式典を挙行致しましたとこ

ろ、第２５７０地区ガバナーの

加藤玄静様はじめ、飯能市長

の沢辺様をお迎えし、かつ、

このように大勢の会員ならび

に令夫人の方々のご臨席を賜

り、感謝に堪えないところで

ございます。

　特に日高ＲＣにおかれましては会員登録を頂い

た上に、かつまた、例会振替のご出席とのこと、

心より御礼を申し上げます。

　また、大韓民国東清州ＲＣから、会員４名様の

ご臨席を頂きまして、飯能ＲＣ創立４５周年に錦上

花を添えて頂きましたこと、改めて敬意と感謝の

意を表し、深く御礼を申し上げます。

　飯能ＲＣは１９６４（Ｓ３９）年７月、武蔵ＲＣ（現在の

入間ＲＣ）が親クラブとなり、日本で６４３番目のク

ラブとして、初代会長に平岡文夫氏を迎え、会員

３６名にて誕生致しました。

　そして、大韓民国東清州ＲＣとは１９７０（Ｓ４５）年

６月２４日、姉妹クラブとさせて頂いたわけでご

ざいます。５年前の４０周年記念式典におかれまし

て改めて友好合意書の締結および調印、更なる親

睦を深め、姉妹クラブとなってから約４０年を経

過し現在に至っております。自然は常に変わるこ

となく春の訪れを告げ、桜のつぼみも日に日に膨

らんで微笑みかけております。その目映い季節、

正に大韓民国東清州ＲＣの皆様をお迎えするに相

応しい季節と存じます。本当に遠方よりようこそ

お出向きを頂きまして、ただただ感謝するばかり

でございます。幾重にも御礼を申し上げます。

　さて今、世界経済は２１世紀のさ中にあり、国際

協調を機軸とするうねりの中で、私共飯能ＲＣ会

員６２名も新たな活動を目指すべく、一層の飛躍

を図らなければならないと心に銘じております。

　創立４５周年に当たり、森和夫実行委員長の下、

多彩な記念事業を企画・実行して参りますので後

程ご報告させて頂きます。

　埼玉県南西部に位置する飯能市は人口８万３千

人、「緑と清流のまち」をスローガンに掲げており

ます。Ｈ１７年４月１日には「森林文化都市宣言」を

すると共に、環境省の指定を受け、自然や生活文化

を体験する「エコツーリズム事業」を推進し、一層

の地域振興を図っております。その中にあって飯

能ＲＣは、歴代の会長、役員皆様をはじめとする会

員の方々のご努力により、市との協調を保ちつつ、

現在まで続いて参っております。

　今日の良き日を機に改めて初心に立ち返り、こ

れからも各委員および会員の皆様のご協力を仰ぎ

ながら、情熱を持って、ＲＣの実を上げるべく、

新鮮な挑戦をして行く所存でございます。

　今後共、各位のご指導ご鞭撻を賜りますようお

願い申し上げ、更に大韓民国東清州ＲＣならびに

飯能ＲＣの発展と皆様方のご健勝を祈念申し上げ

て、両国の未来が末永く輝き続けますよう信じな

がら、今日一日、心置きなくお過ごし頂ければと願

っております。

　本日ご出席頂きました東清州ＲＣから、飯能ＲＣ

会員皆様にということでお土産を頂いております

ので、ご報告申し上げます。

　以上を持ちまして簡単ではございますが、私の

挨拶とさせて頂きます。有難うございました。

　　　　　　　　　　　　（韓国語通訳：李讃雨様）

【創立会員挨拶】チャーターメンバー 細田徳二郎会員

　飯能ＲＣ４５周年、誠におめでとうございます。

光陰矢の如しと申しますが、もう４５年経ってしま

ったのかと思うと感無量でございます。飯能ＲＣ

は３６名でスタート。今、吉島先輩がご健在です

けれども、あと私のみになりました。今日、現役は

私だけでございますので、賞味期限が切れたよう

ですがお許しを願いまして、このクラブの出来た

ところからお話をさせて頂きたいと思います。

　飯能市長、加藤ガバナーには年度末のお忙しい

ところ、また、遠路、東清州の方、

ありがとうございます。会員、

家族、大勢の出席を得まして

盛大にお祝いが出来ますこと

誠にありがとうございます。

　Ｓ３９年は東京オリンピック

の話がいろいろございまして、

高速道路とか新幹線、首都高等、

今までに無いものが出来まし

た。便利性の高いもので、オリ

ンピック開催を控え、非常に活気が出ている時で

した。その頃、大宮ＲＣから、所沢と飯能にクラブを

作らないかというような話が来ました。しかし

ＲＣそのものをあまり理解していなかったので、

なかなかまとまりませんでした。大宮も急いでい

たようで方向変換して狭山・武蔵・飯能の真ん中と

いうことで武蔵に強くアピールしたものですから

武蔵もいろいろ躊躇したようですけれども同意、

Ｓ３４年に２１名でスタートすることになりました。

飯能から５名が入って、勉強して、少し経ってから

飯能にも、ということになっておりましたけれども、

クラブ創設があちこちでありましたので飯能でも

作らないわけにはいかないということになり、会

議所の平岡会長がＲＣの会長になって会員を募集、

３６名の応募があってスタートすることになりま

した。Ｓ３９年７月２２日でございました。承認が

１１月２日。翌４０年４月７日、天覧山下の公会堂に

ＲＣ会員、家族、約５００人が集まり、盛大な認証状

伝達式がございました。帰りに平岡レースの工場

見学をして日程を終わりました。

　その頃、関東甲信越が１地区、東京・千葉・埼玉が

一緒で「ガバナー訪問」というと都内の方が上にな

りました。神守、竹田、松方とガバナー３代が終わ

る頃は増強が進み、東京が分かれ千葉・埼玉になり、

それから埼玉一円、次が荒川を境に２５７０地区と

２７７０地区ということで現在に至っております。

　当時のガバナーは忙しく、２つ、３つ合同のガバ

ナー訪問をして、本部からクレームが付いたり等

して大騒ぎしたことが印象に残っております。

　４５年の長い月日には変わることもございまして、

女性の入会、１業種１会員の開放等ございました。

越生毛呂ＲＣ設立も川越地区に移りましたので絆

が薄れております。東清州の方とは４０年のお付

合いを頂いているわけですが、１９７０年に２６人の

飯能の会員が東清州に参りまして姉妹クラブの締

結をさせてもらったことが印象に残っております。

日高で一番最初は清水勇三さんでＳ４５年６月に

入会、続いて１０名程が仲間になられましたが、も

う４０年以上のお付き合いをさせて頂いています。

　これからもいろいろ変わったことがあると思い

ますが、せっかくのクラブですので皆様とご相談

したりしながら、皆が上手く行きますように祈り

たいと思います。ご来会の皆様のご健勝をお祈り

致しまして祝辞に代えさせて頂きます。

　

【来賓祝辞】

国際ロータリー第２５７０地区ガバナー　加藤玄静様

　本日は飯能ＲＣ創立４５周年、たいへんおめでと

うございます。創立会員の細田様より当時の苦労

話が出て、私が二十歳の年ですから、４５年という

のは歴史のあることだなと実感しておりました。

　飯能は、私の、青年会議所の先輩であります沢辺

様が現職市長でありパストガバナーでは中里さん

にも森さんにもたいへんお世

話になっているクラブでござ

います。私の年度の出発は私

の寺では少し規模が小さいの

で能仁寺さんをお借りして会

長エレクト研修会をさせて頂

きました。未だに「正座して足

が痛かった」等の話を聞きます。

　先般、木川会長より文化新

聞の記事を頂きまして、当初

から最近までの事業内容がぎっしりと書いてあり、

伝統あるクラブは地域に密着した必要な事業を適

切に行っているなと感じました。また昨年ＲＩ会

長を輩出された大韓民国の東清州も友好クラブと

のこと。今日は飛行場から直接ここへ来られたと

のことで金会長始め皆様方もお疲れと思います。

　木川会長から「事業計画書」を頂いた時、「恕」を

今年は大切にしたいとのことで、ずいぶん哲学的

な言葉であるし、また、我々が忘れている大切なこ

とだと私も実感をしておりました。「恕」は、「忠」を

つけて「忠恕」で“人への思いやり”という言葉にも

なりますし「寛恕」となると“赦す”ということにな

ります。木川さんの人柄が非常に出ている言葉で、

私もいろいろな会長のテーマや言葉を見ますけれ

ども非常に心を打たれた文章でございました。

　特に今日は「親子」ということで日高の高木会長

はじめ会員が全員登録で参加とのこと、皆さん方

の絆も強く感じられるわけでございます。

　今、ロータリーを取り巻く環境は非常に厳しく、

日本でも最大１２万５千人いた会員が現在９万２

千人に減り、１０年前の、本庄の高橋パストガバナー

の時には２８００人台だった会員数が、私の代では

１８００人台。１０００人減少しております。しかし私は、

数が減っていても、地区５４のクラブがそれぞれ

地域に必要な、国際貢献の出来る活動をしている

ということは絶対に他の地区に負けないことだと

誇りに思っておる次第でございます。

　あと５年経ちますと５０周年。ＲＩから特別な表

彰を受ける資格が出るクラブであります。これは

会員だけの力でなく当初このクラブを創立された

人達の力があったからこそであり、創立会員の方

には本当に心から敬意を表するわけでございます。

　もう１つ忘れてはいけないのは、我々の体、家庭、

企業を支えている陰の力です。自分だけの力で今、

ロータリーにいて社会貢献、国際貢献が出来るわ

けではありません。特に、席を替わって前に座って

頂いた方が良い位、令夫人の方の貢献度が高い。

奥様の力があるから我々が安心してロータリー活

動に邁進が出来るわけでございます。

　うちの女房が朝起きますと「今日もロータリー？」。

真っ先に言う事は「おはようございます」ではない

のです。「まさかお彼岸中はＲＣのことは無いでし

ょうね」「普段、あなたは卓話で“職業倫理”がどう

のこうの言ってるけれど、自分の仕事に対しては

どうなんですか」と、今日はきつい言葉を頂きまし

た。本当は昼過ぎに出ても間に合うのですが嫌だ

ったので朝９時に家を出まして途中あちこち寄り

ながら飯能に来ました。それだけ自分の女房とい

うものは我々の体のことも仕事のことも気遣って

くれる…そういう風に解釈すれば良いのではない

かなと思っております。飯能ＲＣの方達が社会貢

献するためには奥様の力も必要になりますので、

留守はよく守って頂きまして、旦那の体、家族、企

業と、この３つが上手く行きましてロータリー活

動が安心して出来るような社会を作っていきたい

と思っております。

　４／１７・１８地区大会を残して私も６／３０で佐藤

Ｇ補佐と一緒に任期が終わるわけでございます。

是非、地区大会には全員で参加をして頂きたい。今、

ＲＣの環境を考えた時、今年は登録料を頂かない

中で、従来にない、中味のある大会を企画しており

ます。よろしくお願いしたいと思っております。

今日は４５周年たいへんおめでとうございました。

大韓民国東清州ＲＣ会長　金　應官様

　創立４５周年記念式典、誠におめでとうございます。

その間、地域社会発展と世界平和および友好と親

善のための貴クラブの奉仕業績に敬意を表します。

　昨年４月にあった私共、東清州ＲＣの創立４０

周年記念行事に木川一男会長はじめ多くの会員の

方々にご訪問頂き、深い友情を分かち合い、姉妹

クラブとしての友情を再三確認しました。私も今

回で飯能ＲＣ訪問が３回目になりますが、貴クラ

ブの３５周年記念式典には新入会員として訪問さ

せて頂き、４０周年記念式典には総務として訪問さ

せて頂き、本日、４５周年記念式

典には会長として訪問させて

頂いたわけですが、貴クラブ

に対しては格別な思いがあり

ます。

　１９７０年、飯能ＲＣと私共、

東清州ＲＣが姉妹締結を結び、

４０年の間、いろいろな対外的

な厳しい障害も多かったにも

かかわらず持続的な交流で発

展させ、友好関係をより深めながら今日に至って

おります。その間、両クラブの間に紆余曲折も多

く、美しい思い出も多かったと思います。

　今後共、友情の絆を深め、永遠に地球と世界に向

かって奉仕のロータリーの旗を手に持ち、苦難に

立たされた人々の心の支えになることを願います。

　このような素晴らしい式典に私共が参加出来る

ようにご招待頂いた飯能ＲＣ会長・木川一男様を

はじめ会員の皆様方に感謝申し上げ、皆様の健康

と幸福をお祈り申し上げます。

　ありがとうございました。（韓国語通訳：李讃雨様）

※この写真は車乗入れ禁止前のものです。
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【開式の言葉】　　　　森和夫４５周年実行委員長

　　大いなる春というもの来るべし

　　　　大いなる春というもの来るべし

　季節にはうねりがあります。大きいうねりの頂

点が春であります。季節にうねりがありますよう

に時間にもうねりがあります。大きい時間のうね

りの頂点に飯能ロータリークラブ４５周年がござ

います。

　皆さん、今日は飯能ＲＣ４５周年をこぞって寿ぎ

そして、楽しい時を過ごして頂きたいと思います。

　ここに、飯能ＲＣ創立４５周年記念式典を開式

致します。

【会長挨拶】　　　　　　　　　　　木川一男会長

　本日は飯能ＲＣ創立４５周年

を迎えるにあたりまして記念

式典を挙行致しましたとこ

ろ、第２５７０地区ガバナーの

加藤玄静様はじめ、飯能市長

の沢辺様をお迎えし、かつ、

このように大勢の会員ならび

に令夫人の方々のご臨席を賜

り、感謝に堪えないところで

ございます。

　特に日高ＲＣにおかれましては会員登録を頂い

た上に、かつまた、例会振替のご出席とのこと、

心より御礼を申し上げます。

　また、大韓民国東清州ＲＣから、会員４名様の

ご臨席を頂きまして、飯能ＲＣ創立４５周年に錦上

花を添えて頂きましたこと、改めて敬意と感謝の

意を表し、深く御礼を申し上げます。

　飯能ＲＣは１９６４（Ｓ３９）年７月、武蔵ＲＣ（現在の

入間ＲＣ）が親クラブとなり、日本で６４３番目のク

ラブとして、初代会長に平岡文夫氏を迎え、会員

３６名にて誕生致しました。

　そして、大韓民国東清州ＲＣとは１９７０（Ｓ４５）年

６月２４日、姉妹クラブとさせて頂いたわけでご

ざいます。５年前の４０周年記念式典におかれまし

て改めて友好合意書の締結および調印、更なる親

睦を深め、姉妹クラブとなってから約４０年を経

過し現在に至っております。自然は常に変わるこ

となく春の訪れを告げ、桜のつぼみも日に日に膨

らんで微笑みかけております。その目映い季節、

正に大韓民国東清州ＲＣの皆様をお迎えするに相

応しい季節と存じます。本当に遠方よりようこそ

お出向きを頂きまして、ただただ感謝するばかり

でございます。幾重にも御礼を申し上げます。

　さて今、世界経済は２１世紀のさ中にあり、国際

協調を機軸とするうねりの中で、私共飯能ＲＣ会

員６２名も新たな活動を目指すべく、一層の飛躍

を図らなければならないと心に銘じております。

　創立４５周年に当たり、森和夫実行委員長の下、

多彩な記念事業を企画・実行して参りますので後

程ご報告させて頂きます。

　埼玉県南西部に位置する飯能市は人口８万３千

人、「緑と清流のまち」をスローガンに掲げており

ます。Ｈ１７年４月１日には「森林文化都市宣言」を

すると共に、環境省の指定を受け、自然や生活文化

を体験する「エコツーリズム事業」を推進し、一層

の地域振興を図っております。その中にあって飯

能ＲＣは、歴代の会長、役員皆様をはじめとする会

員の方々のご努力により、市との協調を保ちつつ、

現在まで続いて参っております。

　今日の良き日を機に改めて初心に立ち返り、こ

れからも各委員および会員の皆様のご協力を仰ぎ

ながら、情熱を持って、ＲＣの実を上げるべく、

新鮮な挑戦をして行く所存でございます。

　今後共、各位のご指導ご鞭撻を賜りますようお

願い申し上げ、更に大韓民国東清州ＲＣならびに

飯能ＲＣの発展と皆様方のご健勝を祈念申し上げ

て、両国の未来が末永く輝き続けますよう信じな

がら、今日一日、心置きなくお過ごし頂ければと願

っております。

　本日ご出席頂きました東清州ＲＣから、飯能ＲＣ

会員皆様にということでお土産を頂いております

ので、ご報告申し上げます。

　以上を持ちまして簡単ではございますが、私の

挨拶とさせて頂きます。有難うございました。

　　　　　　　　　　　　（韓国語通訳：李讃雨様）

【創立会員挨拶】チャーターメンバー 細田徳二郎会員

　飯能ＲＣ４５周年、誠におめでとうございます。

光陰矢の如しと申しますが、もう４５年経ってしま

ったのかと思うと感無量でございます。飯能ＲＣ

は３６名でスタート。今、吉島先輩がご健在です

けれども、あと私のみになりました。今日、現役は

私だけでございますので、賞味期限が切れたよう

ですがお許しを願いまして、このクラブの出来た

ところからお話をさせて頂きたいと思います。

　飯能市長、加藤ガバナーには年度末のお忙しい

ところ、また、遠路、東清州の方、

ありがとうございます。会員、

家族、大勢の出席を得まして

盛大にお祝いが出来ますこと

誠にありがとうございます。

　Ｓ３９年は東京オリンピック

の話がいろいろございまして、

高速道路とか新幹線、首都高等、

今までに無いものが出来まし

た。便利性の高いもので、オリ

ンピック開催を控え、非常に活気が出ている時で

した。その頃、大宮ＲＣから、所沢と飯能にクラブを

作らないかというような話が来ました。しかし

ＲＣそのものをあまり理解していなかったので、

なかなかまとまりませんでした。大宮も急いでい

たようで方向変換して狭山・武蔵・飯能の真ん中と

いうことで武蔵に強くアピールしたものですから

武蔵もいろいろ躊躇したようですけれども同意、

Ｓ３４年に２１名でスタートすることになりました。

飯能から５名が入って、勉強して、少し経ってから

飯能にも、ということになっておりましたけれども、

クラブ創設があちこちでありましたので飯能でも

作らないわけにはいかないということになり、会

議所の平岡会長がＲＣの会長になって会員を募集、

３６名の応募があってスタートすることになりま

した。Ｓ３９年７月２２日でございました。承認が

１１月２日。翌４０年４月７日、天覧山下の公会堂に

ＲＣ会員、家族、約５００人が集まり、盛大な認証状

伝達式がございました。帰りに平岡レースの工場

見学をして日程を終わりました。

　その頃、関東甲信越が１地区、東京・千葉・埼玉が

一緒で「ガバナー訪問」というと都内の方が上にな

りました。神守、竹田、松方とガバナー３代が終わ

る頃は増強が進み、東京が分かれ千葉・埼玉になり、

それから埼玉一円、次が荒川を境に２５７０地区と

２７７０地区ということで現在に至っております。

　当時のガバナーは忙しく、２つ、３つ合同のガバ

ナー訪問をして、本部からクレームが付いたり等

して大騒ぎしたことが印象に残っております。

　４５年の長い月日には変わることもございまして、

女性の入会、１業種１会員の開放等ございました。

越生毛呂ＲＣ設立も川越地区に移りましたので絆

が薄れております。東清州の方とは４０年のお付

合いを頂いているわけですが、１９７０年に２６人の

飯能の会員が東清州に参りまして姉妹クラブの締

結をさせてもらったことが印象に残っております。

日高で一番最初は清水勇三さんでＳ４５年６月に

入会、続いて１０名程が仲間になられましたが、も

う４０年以上のお付き合いをさせて頂いています。

　これからもいろいろ変わったことがあると思い

ますが、せっかくのクラブですので皆様とご相談

したりしながら、皆が上手く行きますように祈り

たいと思います。ご来会の皆様のご健勝をお祈り

致しまして祝辞に代えさせて頂きます。

　

【来賓祝辞】

国際ロータリー第２５７０地区ガバナー　加藤玄静様

　本日は飯能ＲＣ創立４５周年、たいへんおめでと

うございます。創立会員の細田様より当時の苦労

話が出て、私が二十歳の年ですから、４５年という

のは歴史のあることだなと実感しておりました。

　飯能は、私の、青年会議所の先輩であります沢辺

様が現職市長でありパストガバナーでは中里さん

にも森さんにもたいへんお世

話になっているクラブでござ

います。私の年度の出発は私

の寺では少し規模が小さいの

で能仁寺さんをお借りして会

長エレクト研修会をさせて頂

きました。未だに「正座して足

が痛かった」等の話を聞きます。

　先般、木川会長より文化新

聞の記事を頂きまして、当初

から最近までの事業内容がぎっしりと書いてあり、

伝統あるクラブは地域に密着した必要な事業を適

切に行っているなと感じました。また昨年ＲＩ会

長を輩出された大韓民国の東清州も友好クラブと

のこと。今日は飛行場から直接ここへ来られたと

のことで金会長始め皆様方もお疲れと思います。

　木川会長から「事業計画書」を頂いた時、「恕」を

今年は大切にしたいとのことで、ずいぶん哲学的

な言葉であるし、また、我々が忘れている大切なこ

とだと私も実感をしておりました。「恕」は、「忠」を

つけて「忠恕」で“人への思いやり”という言葉にも

なりますし「寛恕」となると“赦す”ということにな

ります。木川さんの人柄が非常に出ている言葉で、

私もいろいろな会長のテーマや言葉を見ますけれ

ども非常に心を打たれた文章でございました。

　特に今日は「親子」ということで日高の高木会長

はじめ会員が全員登録で参加とのこと、皆さん方

の絆も強く感じられるわけでございます。

　今、ロータリーを取り巻く環境は非常に厳しく、

日本でも最大１２万５千人いた会員が現在９万２

千人に減り、１０年前の、本庄の高橋パストガバナー

の時には２８００人台だった会員数が、私の代では

１８００人台。１０００人減少しております。しかし私は、

数が減っていても、地区５４のクラブがそれぞれ

地域に必要な、国際貢献の出来る活動をしている

ということは絶対に他の地区に負けないことだと

誇りに思っておる次第でございます。

　あと５年経ちますと５０周年。ＲＩから特別な表

彰を受ける資格が出るクラブであります。これは

会員だけの力でなく当初このクラブを創立された

人達の力があったからこそであり、創立会員の方

には本当に心から敬意を表するわけでございます。

　もう１つ忘れてはいけないのは、我々の体、家庭、

企業を支えている陰の力です。自分だけの力で今、

ロータリーにいて社会貢献、国際貢献が出来るわ

けではありません。特に、席を替わって前に座って

頂いた方が良い位、令夫人の方の貢献度が高い。

奥様の力があるから我々が安心してロータリー活

動に邁進が出来るわけでございます。

　うちの女房が朝起きますと「今日もロータリー？」。

真っ先に言う事は「おはようございます」ではない

のです。「まさかお彼岸中はＲＣのことは無いでし

ょうね」「普段、あなたは卓話で“職業倫理”がどう

のこうの言ってるけれど、自分の仕事に対しては

どうなんですか」と、今日はきつい言葉を頂きまし

た。本当は昼過ぎに出ても間に合うのですが嫌だ

ったので朝９時に家を出まして途中あちこち寄り

ながら飯能に来ました。それだけ自分の女房とい

うものは我々の体のことも仕事のことも気遣って

くれる…そういう風に解釈すれば良いのではない

かなと思っております。飯能ＲＣの方達が社会貢

献するためには奥様の力も必要になりますので、

留守はよく守って頂きまして、旦那の体、家族、企

業と、この３つが上手く行きましてロータリー活

動が安心して出来るような社会を作っていきたい

と思っております。

　４／１７・１８地区大会を残して私も６／３０で佐藤

Ｇ補佐と一緒に任期が終わるわけでございます。

是非、地区大会には全員で参加をして頂きたい。今、

ＲＣの環境を考えた時、今年は登録料を頂かない

中で、従来にない、中味のある大会を企画しており

ます。よろしくお願いしたいと思っております。

今日は４５周年たいへんおめでとうございました。

大韓民国東清州ＲＣ会長　金　應官様

　創立４５周年記念式典、誠におめでとうございます。

その間、地域社会発展と世界平和および友好と親

善のための貴クラブの奉仕業績に敬意を表します。

　昨年４月にあった私共、東清州ＲＣの創立４０

周年記念行事に木川一男会長はじめ多くの会員の

方々にご訪問頂き、深い友情を分かち合い、姉妹

クラブとしての友情を再三確認しました。私も今

回で飯能ＲＣ訪問が３回目になりますが、貴クラ

ブの３５周年記念式典には新入会員として訪問さ

せて頂き、４０周年記念式典には総務として訪問さ

せて頂き、本日、４５周年記念式

典には会長として訪問させて

頂いたわけですが、貴クラブ

に対しては格別な思いがあり

ます。

　１９７０年、飯能ＲＣと私共、

東清州ＲＣが姉妹締結を結び、

４０年の間、いろいろな対外的

な厳しい障害も多かったにも

かかわらず持続的な交流で発

展させ、友好関係をより深めながら今日に至って

おります。その間、両クラブの間に紆余曲折も多

く、美しい思い出も多かったと思います。

　今後共、友情の絆を深め、永遠に地球と世界に向

かって奉仕のロータリーの旗を手に持ち、苦難に

立たされた人々の心の支えになることを願います。

　このような素晴らしい式典に私共が参加出来る

ようにご招待頂いた飯能ＲＣ会長・木川一男様を

はじめ会員の皆様方に感謝申し上げ、皆様の健康

と幸福をお祈り申し上げます。

　ありがとうございました。（韓国語通訳：李讃雨様）

※この写真は車乗入れ禁止前のものです。
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【開式の言葉】　　　　森和夫４５周年実行委員長

　　大いなる春というもの来るべし

　　　　大いなる春というもの来るべし

　季節にはうねりがあります。大きいうねりの頂

点が春であります。季節にうねりがありますよう

に時間にもうねりがあります。大きい時間のうね

りの頂点に飯能ロータリークラブ４５周年がござ

います。

　皆さん、今日は飯能ＲＣ４５周年をこぞって寿ぎ

そして、楽しい時を過ごして頂きたいと思います。

　ここに、飯能ＲＣ創立４５周年記念式典を開式

致します。

【会長挨拶】　　　　　　　　　　　木川一男会長

　本日は飯能ＲＣ創立４５周年

を迎えるにあたりまして記念

式典を挙行致しましたとこ

ろ、第２５７０地区ガバナーの

加藤玄静様はじめ、飯能市長

の沢辺様をお迎えし、かつ、

このように大勢の会員ならび

に令夫人の方々のご臨席を賜

り、感謝に堪えないところで

ございます。

　特に日高ＲＣにおかれましては会員登録を頂い

た上に、かつまた、例会振替のご出席とのこと、

心より御礼を申し上げます。

　また、大韓民国東清州ＲＣから、会員４名様の

ご臨席を頂きまして、飯能ＲＣ創立４５周年に錦上

花を添えて頂きましたこと、改めて敬意と感謝の

意を表し、深く御礼を申し上げます。

　飯能ＲＣは１９６４（Ｓ３９）年７月、武蔵ＲＣ（現在の

入間ＲＣ）が親クラブとなり、日本で６４３番目のク

ラブとして、初代会長に平岡文夫氏を迎え、会員

３６名にて誕生致しました。

　そして、大韓民国東清州ＲＣとは１９７０（Ｓ４５）年

６月２４日、姉妹クラブとさせて頂いたわけでご

ざいます。５年前の４０周年記念式典におかれまし

て改めて友好合意書の締結および調印、更なる親

睦を深め、姉妹クラブとなってから約４０年を経

過し現在に至っております。自然は常に変わるこ

となく春の訪れを告げ、桜のつぼみも日に日に膨

らんで微笑みかけております。その目映い季節、

正に大韓民国東清州ＲＣの皆様をお迎えするに相

応しい季節と存じます。本当に遠方よりようこそ

お出向きを頂きまして、ただただ感謝するばかり

でございます。幾重にも御礼を申し上げます。

　さて今、世界経済は２１世紀のさ中にあり、国際

協調を機軸とするうねりの中で、私共飯能ＲＣ会

員６２名も新たな活動を目指すべく、一層の飛躍

を図らなければならないと心に銘じております。

　創立４５周年に当たり、森和夫実行委員長の下、

多彩な記念事業を企画・実行して参りますので後

程ご報告させて頂きます。

　埼玉県南西部に位置する飯能市は人口８万３千

人、「緑と清流のまち」をスローガンに掲げており

ます。Ｈ１７年４月１日には「森林文化都市宣言」を

すると共に、環境省の指定を受け、自然や生活文化

を体験する「エコツーリズム事業」を推進し、一層

の地域振興を図っております。その中にあって飯

能ＲＣは、歴代の会長、役員皆様をはじめとする会

員の方々のご努力により、市との協調を保ちつつ、

現在まで続いて参っております。

　今日の良き日を機に改めて初心に立ち返り、こ

れからも各委員および会員の皆様のご協力を仰ぎ

ながら、情熱を持って、ＲＣの実を上げるべく、

新鮮な挑戦をして行く所存でございます。

　今後共、各位のご指導ご鞭撻を賜りますようお

願い申し上げ、更に大韓民国東清州ＲＣならびに

飯能ＲＣの発展と皆様方のご健勝を祈念申し上げ

て、両国の未来が末永く輝き続けますよう信じな

がら、今日一日、心置きなくお過ごし頂ければと願

っております。

　本日ご出席頂きました東清州ＲＣから、飯能ＲＣ

会員皆様にということでお土産を頂いております

ので、ご報告申し上げます。

　以上を持ちまして簡単ではございますが、私の

挨拶とさせて頂きます。有難うございました。

　　　　　　　　　　　　（韓国語通訳：李讃雨様）

【創立会員挨拶】チャーターメンバー 細田徳二郎会員

　飯能ＲＣ４５周年、誠におめでとうございます。

光陰矢の如しと申しますが、もう４５年経ってしま

ったのかと思うと感無量でございます。飯能ＲＣ

は３６名でスタート。今、吉島先輩がご健在です

けれども、あと私のみになりました。今日、現役は

私だけでございますので、賞味期限が切れたよう

ですがお許しを願いまして、このクラブの出来た

ところからお話をさせて頂きたいと思います。

　飯能市長、加藤ガバナーには年度末のお忙しい

ところ、また、遠路、東清州の方、

ありがとうございます。会員、

家族、大勢の出席を得まして

盛大にお祝いが出来ますこと

誠にありがとうございます。

　Ｓ３９年は東京オリンピック

の話がいろいろございまして、

高速道路とか新幹線、首都高等、

今までに無いものが出来まし

た。便利性の高いもので、オリ

ンピック開催を控え、非常に活気が出ている時で

した。その頃、大宮ＲＣから、所沢と飯能にクラブを

作らないかというような話が来ました。しかし

ＲＣそのものをあまり理解していなかったので、

なかなかまとまりませんでした。大宮も急いでい

たようで方向変換して狭山・武蔵・飯能の真ん中と

いうことで武蔵に強くアピールしたものですから

武蔵もいろいろ躊躇したようですけれども同意、

Ｓ３４年に２１名でスタートすることになりました。

飯能から５名が入って、勉強して、少し経ってから

飯能にも、ということになっておりましたけれども、

クラブ創設があちこちでありましたので飯能でも

作らないわけにはいかないということになり、会

議所の平岡会長がＲＣの会長になって会員を募集、

３６名の応募があってスタートすることになりま

した。Ｓ３９年７月２２日でございました。承認が

１１月２日。翌４０年４月７日、天覧山下の公会堂に

ＲＣ会員、家族、約５００人が集まり、盛大な認証状

伝達式がございました。帰りに平岡レースの工場

見学をして日程を終わりました。

　その頃、関東甲信越が１地区、東京・千葉・埼玉が

一緒で「ガバナー訪問」というと都内の方が上にな

りました。神守、竹田、松方とガバナー３代が終わ

る頃は増強が進み、東京が分かれ千葉・埼玉になり、

それから埼玉一円、次が荒川を境に２５７０地区と

２７７０地区ということで現在に至っております。

　当時のガバナーは忙しく、２つ、３つ合同のガバ

ナー訪問をして、本部からクレームが付いたり等

して大騒ぎしたことが印象に残っております。

　４５年の長い月日には変わることもございまして、

女性の入会、１業種１会員の開放等ございました。

越生毛呂ＲＣ設立も川越地区に移りましたので絆

が薄れております。東清州の方とは４０年のお付

合いを頂いているわけですが、１９７０年に２６人の

飯能の会員が東清州に参りまして姉妹クラブの締

結をさせてもらったことが印象に残っております。

日高で一番最初は清水勇三さんでＳ４５年６月に

入会、続いて１０名程が仲間になられましたが、も

う４０年以上のお付き合いをさせて頂いています。

　これからもいろいろ変わったことがあると思い

ますが、せっかくのクラブですので皆様とご相談

したりしながら、皆が上手く行きますように祈り

たいと思います。ご来会の皆様のご健勝をお祈り

致しまして祝辞に代えさせて頂きます。

　

【来賓祝辞】

国際ロータリー第２５７０地区ガバナー　加藤玄静様

　本日は飯能ＲＣ創立４５周年、たいへんおめでと

うございます。創立会員の細田様より当時の苦労

話が出て、私が二十歳の年ですから、４５年という

のは歴史のあることだなと実感しておりました。

　飯能は、私の、青年会議所の先輩であります沢辺

様が現職市長でありパストガバナーでは中里さん

にも森さんにもたいへんお世

話になっているクラブでござ

います。私の年度の出発は私

の寺では少し規模が小さいの

で能仁寺さんをお借りして会

長エレクト研修会をさせて頂

きました。未だに「正座して足

が痛かった」等の話を聞きます。

　先般、木川会長より文化新

聞の記事を頂きまして、当初

から最近までの事業内容がぎっしりと書いてあり、

伝統あるクラブは地域に密着した必要な事業を適

切に行っているなと感じました。また昨年ＲＩ会

長を輩出された大韓民国の東清州も友好クラブと

のこと。今日は飛行場から直接ここへ来られたと

のことで金会長始め皆様方もお疲れと思います。

　木川会長から「事業計画書」を頂いた時、「恕」を

今年は大切にしたいとのことで、ずいぶん哲学的

な言葉であるし、また、我々が忘れている大切なこ

とだと私も実感をしておりました。「恕」は、「忠」を

つけて「忠恕」で“人への思いやり”という言葉にも

なりますし「寛恕」となると“赦す”ということにな

ります。木川さんの人柄が非常に出ている言葉で、

私もいろいろな会長のテーマや言葉を見ますけれ

ども非常に心を打たれた文章でございました。

　特に今日は「親子」ということで日高の高木会長

はじめ会員が全員登録で参加とのこと、皆さん方

の絆も強く感じられるわけでございます。

　今、ロータリーを取り巻く環境は非常に厳しく、

日本でも最大１２万５千人いた会員が現在９万２

千人に減り、１０年前の、本庄の高橋パストガバナー

の時には２８００人台だった会員数が、私の代では

１８００人台。１０００人減少しております。しかし私は、

数が減っていても、地区５４のクラブがそれぞれ

地域に必要な、国際貢献の出来る活動をしている

ということは絶対に他の地区に負けないことだと

誇りに思っておる次第でございます。

　あと５年経ちますと５０周年。ＲＩから特別な表

彰を受ける資格が出るクラブであります。これは

会員だけの力でなく当初このクラブを創立された

人達の力があったからこそであり、創立会員の方

には本当に心から敬意を表するわけでございます。

　もう１つ忘れてはいけないのは、我々の体、家庭、

企業を支えている陰の力です。自分だけの力で今、

ロータリーにいて社会貢献、国際貢献が出来るわ

けではありません。特に、席を替わって前に座って

頂いた方が良い位、令夫人の方の貢献度が高い。

奥様の力があるから我々が安心してロータリー活

動に邁進が出来るわけでございます。

　うちの女房が朝起きますと「今日もロータリー？」。

真っ先に言う事は「おはようございます」ではない

のです。「まさかお彼岸中はＲＣのことは無いでし

ょうね」「普段、あなたは卓話で“職業倫理”がどう

のこうの言ってるけれど、自分の仕事に対しては

どうなんですか」と、今日はきつい言葉を頂きまし

た。本当は昼過ぎに出ても間に合うのですが嫌だ

ったので朝９時に家を出まして途中あちこち寄り

ながら飯能に来ました。それだけ自分の女房とい

うものは我々の体のことも仕事のことも気遣って

くれる…そういう風に解釈すれば良いのではない

かなと思っております。飯能ＲＣの方達が社会貢

献するためには奥様の力も必要になりますので、

留守はよく守って頂きまして、旦那の体、家族、企

業と、この３つが上手く行きましてロータリー活

動が安心して出来るような社会を作っていきたい

と思っております。

　４／１７・１８地区大会を残して私も６／３０で佐藤

Ｇ補佐と一緒に任期が終わるわけでございます。

是非、地区大会には全員で参加をして頂きたい。今、

ＲＣの環境を考えた時、今年は登録料を頂かない

中で、従来にない、中味のある大会を企画しており

ます。よろしくお願いしたいと思っております。

今日は４５周年たいへんおめでとうございました。

大韓民国東清州ＲＣ会長　金　應官様

　創立４５周年記念式典、誠におめでとうございます。

その間、地域社会発展と世界平和および友好と親

善のための貴クラブの奉仕業績に敬意を表します。

　昨年４月にあった私共、東清州ＲＣの創立４０

周年記念行事に木川一男会長はじめ多くの会員の

方々にご訪問頂き、深い友情を分かち合い、姉妹

クラブとしての友情を再三確認しました。私も今

回で飯能ＲＣ訪問が３回目になりますが、貴クラ

ブの３５周年記念式典には新入会員として訪問さ

せて頂き、４０周年記念式典には総務として訪問さ

せて頂き、本日、４５周年記念式

典には会長として訪問させて

頂いたわけですが、貴クラブ

に対しては格別な思いがあり

ます。

　１９７０年、飯能ＲＣと私共、

東清州ＲＣが姉妹締結を結び、

４０年の間、いろいろな対外的

な厳しい障害も多かったにも

かかわらず持続的な交流で発

展させ、友好関係をより深めながら今日に至って

おります。その間、両クラブの間に紆余曲折も多

く、美しい思い出も多かったと思います。

　今後共、友情の絆を深め、永遠に地球と世界に向

かって奉仕のロータリーの旗を手に持ち、苦難に

立たされた人々の心の支えになることを願います。

　このような素晴らしい式典に私共が参加出来る

ようにご招待頂いた飯能ＲＣ会長・木川一男様を

はじめ会員の皆様方に感謝申し上げ、皆様の健康

と幸福をお祈り申し上げます。

　ありがとうございました。（韓国語通訳：李讃雨様）

※この写真は車乗入れ禁止前のものです。

晴

当 番 加藤君、神田（康）君

ロータリーの未来は  あなたの手の中に

ジョン・ケニー

識 字 率 向 上 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

第２３８０例会
３月３１日（５、水）
当番　小谷野君、柏木君

飯能プリンス さよなら例会 点鐘１８時

飯能ロータリークラブ

創立４５周年記念式典
司会　ＳＡＡ  高橋  弘

司会　幹事　山川荘太朗

点　　鐘

国歌斉唱

ロータリーソング斉唱

開式の言葉

会長挨拶

創立会員挨拶

来賓紹介

物故会員への黙祷

来賓祝辞

記念事業目録他贈呈

会員表彰

職員表彰

閉式の言葉

点　　鐘

会長　木川一男

日本国歌「君が代」 「大韓民国国歌」

「奉仕の理想」

４５周年記念式典実行委員長　森  和夫

会長　木川一男

チャーターメンバー　細田徳二郎

副会長　吉島一良

国際ロータリー第２５７０地区ガバナー　加藤玄静様

大韓民国東清州ＲＣ会長　金  應官様

飯能市長　沢辺瀞壱様

ロータリー財団へ金一封　　米山奨学会へ金一封

飯能市へ金一封

東清州ロータリークラブへ記念品贈呈　　会員夫人へ記念品贈呈

創立会員　　　　　 　３０年以上在籍会員

２０年以上在籍し出席率１００％達成会員

４５周年記念式典副実行委員長　橋本  茂

会長　木川一男

（１５：００～１６：００）第１部　式　典

（１６：１０～１７：００）第２部　ヤマハ  シニア  アンサンブル 演奏

ソングリーダー 吉田武明

開会挨拶

祝　　辞

ピアノ独奏

乾　　杯

大　　〆

閉会挨拶

直前会長　大附富義

ガバナー補佐　佐藤信男様　　日高ＲＣ会長　高木泰文様

大野綾子様

会長エレクト　半田  武

パスト会長　齋藤文雄

４５周年記念式典副実行委員長　細田吉春

（１７：１０～１９：００）第３部　祝　宴

発表　表彰委員会　大木重雄
　　　アシスタント　山口美和子

細田徳二郎

西川かをる様　西脇うらら様

参加者による合唱も

細田徳二郎　森　和夫　齋藤文雄　萩野映明
大野康夫　大木重雄　細田伴二郎

橋本　茂　 半田　武
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★…本号に掲載


