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【会長報告】

「まろうど」は「客人、旅人」、「ＩＮＮ」は「宿」。

「マロウドイン飯能」はＨ６年１０／３の開業で、

母体は池袋に本社のある東都自動車（株）。主力

はタクシー部門で、他に観光バス、ゴルフ場、

不動産賃貸、自動車教習所等、幅広く事業展

開されているとのこと。ホテル部門はＳ５３年、

赤坂の開業を皮切りに、東府中、大宮、軽井

沢、箱根、八王子、熊谷、土浦、成田、飯能

と１０店舗を構え、「ホテルマロウドチェーン」

として現在に至っておるとのことです。

　４月は、ＲＩ公式機関紙「ザ・ロータリアン」、

世界３１の地域雑誌の講読と活用促進に役立

つプログラムを実施する「雑誌月間」です。「ロ

ータリーの友」等に対する会員の認識を深め、

それによってロータリーの情報の普及を図る

のが目的。クラブはこの月間中にプログラム

を実施しなければなりません。初代ＲＩ事務

総長によって「ザ・ナショナル・ロータリアン」

（１９１２年より「ザ・ロータリアン」）が創刊された

１９１１年１月２５日を記念して当初は１／２５

を含む１週間を「雑誌週間」としておりました。

「手続要覧」には「各会員は会員身分を保持す

る限り、ＲＩの機関雑誌またはＲＩ理事会か

ら本クラブに対する承認並びに指定される地

域的なロータリー雑誌（日本では「ロータリー

の友」）を購読する義務」が定められています。

　３／３１に劇的な別れを飯能プリンスで行っ

たわけですが、親睦活動委員の皆様には大変

お世話になりました。

　１９９１～９２年度の森三郎ガバナーが９／２５

に話された内容を、前半・後半に分けて話さ

せて頂きます。

　森三郎先生は１９２１年３月５日、寄居町生

まれ。京都大学法学部卒業後、大蔵省、浦和

税務署長、日本専売公社広報課長、総裁秘書

役、日刊工業常務取締役を歴任。日本文化に

も造詣の深い方だったそうです。

　先天的なもの、後天的なもの。田舎と都会

の接ぎ木…。飯能へ参ります時に、車窓に展

開される大和絵のような風光を見て、自分の

中に棲んでいる日本人としての心をくすぐら

れました。うっとりとしていました。田舎の

山や川の佇まいほど私達をほっと安心させて

くれるものはございません。実はＰ・ハリス

も同じ心を持っていました。彼はシカゴに来

て、少年時代を過ごし、田舎の温かい人情と

自然が忘れられず、言わば都会の砂漠の中に

田舎というオアシスをつくるような気持ちで

最初のロータリークラブをつくったとのこと

だそうでございます。考えてみますと確かに

ＲＣには、田舎的な要素と都会的な要素が両

方含まれております。私はこれを、元々は田

舎的であったロータリーという木に、都会的

なものを接ぎ足したのが今のロータリーでは

ないかと捉えています。接ぎ木しますと美し

い花を咲かせたり、見事な花をつけたり致し

ますけれど、時として、元の木の性質が出て

きたりするものです。ロータリーを見ていま

すと、生まれてから由来する性質が所々に見

えて参ります。

　例えば、「社会奉仕」というのは、田舎の心を

衰えさせずに活き活きとさせようとした人間

の団体であれば当然出てくる考えであります。

「コミュニティー・サービス」というものの濃

さは田舎の性質だからであります。「隣は何

をする人ぞ」。周囲の人々の不干渉で暮らす

のが都会の人々の傾向でございますから、ロ

ータリーの元の木はそれに飽き足らないのが

当然であります。中心的な「フェローシップ」。

「職業奉仕」は元木でなくて接いだ木の性質

でありましょう。田舎には「職業奉仕」の観念

が生まれる程、たくさんの職業がございません。

都会的な要素と言えるでしょう。「国際奉仕」

も同様です。ロータリーには先天的な部分と

後天的な部分がありまして、先天的な部分と

いうのは「フェローシップ」であり、「コミュニ

ティー・サービス」なのでございます。増強、拡

大等も後天的な部分に入るかと思います。

　私達がご飯を食べる時、おかずとご飯を交

互に食べます。そうすると、おかずがご飯を

美味しくしてくれたり、ご飯がおかずを美味

しくしてくれます。お互いがお互いを引き立

て合うのです。ロータリーにおいては「フェ

ローシップ」、「友達になりたい」という気持ち

がご飯に相当し、各種の奉仕はおかずでござ

います。台風に例えるならば、気圧の差が生

んだ台風の目が「フェローシップ」であり、

それに向かって吹き込む風が各種の奉仕であ

ると思います。求心力の元は「フェローシッ

プ」であり、それに向かって他の様々な奉仕

活動があるのだからというふうに私はロータ

リーを理解しております。

　そうしますと「Ｒ財団」というものはおかず

でもあり主食でもあります。言わばうどんの

ようなものでございます。私は、クラブに居

る時は協議会でも「Ｒ財団」は一番後で話し合

われますのでウエートがあまり高くないよう

な気がしておりましたけれども、地区に出て、

「Ｒ財団」は大きなウエートを占めています。

更に、国際協議会でＲＩ本部に行くと「Ｒ財

団だけやっていればロータリーは大丈夫」と

いうことを言う人さえおります。

　皆様の会費の何パーセントが奉仕に使われ

ているか考えて見ますと、数字は定かではあ

りませんが、例会費は何％、親睦は何％、地

区分担金は何％、ＲＩ負担金は何％…と取り

去っていくと、純粋に社会奉仕等に使われる

金額というものはそれ程多くはありません。

その金額と、皆さんが「Ｒ財団」や「米山」に支

出される金額とを比べますと、思いの外、後

者が大きいわけでございます。そう考えます

と「Ｒ財団」はおかずと言い切れない、時には

主食とも言えるウエートを占めていると思い

ます。（次回につづく）

【幹事報告】

・役員会にて５月プログラム、第４６期会計

　中間決算、７／２１新老人の会・日野原重明

　講演会の後援、承認。橋本会員、プリンス

　庫内物品の運送費は格安で。また、入会１０

　年未満の方に「年史」を配布します。�

・東清州ＲＣからのお土産をお持ち帰り下さい。

�・「ガバナー月信」Ｐ５「地区ロータリーアクト

　クラブ年次大会」は「地区ローターアクト

　クラブ年次大会」の間違いです。

◎例会変更のお知らせ�

◇新所沢ＲＣ�

・５／１８（火）  移動例会

　　　　　　於：所沢スターレーン　３Ｆ�

・５／２５（火）  振替休会

　　　　　　（２４日、所沢中央ＲＣと合同例会）

�

【委員会報告】

◎米山奨学委員会　　　　　　　  萩野（暁）君

　４／１１東松山・紫雲閣にてカウンセラーの

研修会。戦争中、特に東南アジアの国々に日

本が迷惑をかけたということで、米山奨学生

に月１４万円差し上げています。返済の必要

は無く、例会等への月２回の出席義務だけが

あります。学校年度とＲＣ年度には期間に違

いがあります。日本独自の奨学生制度を米山

梅吉翁が創られ、全てが会員の寄付で賄われ

ています。会費から年１万８千円の寄付の他、

特別寄付１０万円をお願いしています。飯能

では入会１０年の方と理事の方に特にご協力

頂きたい。４／２８例会に駿河台大学経済学部

４年、ラオスのマライさんという女性が参加

予定です。

※カウンセラーの委嘱状交付（木川会長より

　萩野暁米山奨学委員長へ）�

◎４５周年式典の写真について　　吉田（行）君

　式典時に撮影した写真のうち１５０枚程を

展示しました。ご希望の方はお申し込み下さい。

◎次年度幹事　　　　　　　　　　　和泉君

　４／２５次年度事業の地区協議会に出席され

る方はネームプレートをお持ち帰り下さい。

【出席報告】

【Ｍ　　Ｕ】

４／１１（米山奨学）萩野（暁）君

４／１３（日高）丸山君

【結婚・誕生日祝】

◇入会記念日おめでとう。�

　安藤君、島田君、土屋（良）君、高橋君

◇結婚記念日おめでとう。�

　石井君、増島君、北田君、矢島（巌）君

　小川君、吉田（武）君、前島君

◇会員誕生日おめでとう。�

　１１丸山君、１８森君、大附君

　２１市川（洋）君

◇ 夫人誕生日おめでとう。�

　 ２大久保夫人、６柏木夫人

　２３神田（康）夫人

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・マロウドイン引越し、特に橋本様にはご苦

　労様でした。有難うございました。

　　　　　　　　　　　  細田（伴）君、木川君

　　　　　　　　　山川君、吉島君、高橋君�

・大野さん、よろしくお願い致します。

　　　　　　　　　　　　　　　  神田（敬）君�

・初めての例会場、おめでとうございます。

　お世話になります。　　　　　　　大木君�

・結婚記念、有難うございました。

　　　　　　　　　　　  矢島（巌）君、小川君�

・誕生日祝、有難うございました。

　　　　　　　　　　　　  森君、市川（洋）君�

・妻の誕生日祝、有難うございました。

　　　　　　　　　　　　　　　  神田（康）君�

・入会記念、有難うございました。

　　　  安藤君、土屋（良）君、高橋君、島田君�

・長男が結婚しました。これからもよろしく

　お願い致します。　　　　　　　小久保君�

・日野原重明先生講演会、後援について御礼

　申し上げます。　　　　　　　　　齋藤君�

・遅刻。　　　　　　　　　　　　　島田君�

・早退。　　　  安藤君、吉田（武）君、間邉君�

本日計５３，０２３円、累計額１，０５３，１４６円。

◎２８日例会当番は川口会員、森会員です。

【卓　　話】

講師紹介　　　　　　　  神田（敬）雑誌委員長

　１９５９年、名栗村生まれ。「写真家」という

だけでなく色々な顔を持ち、様々に活動中。

官庁の防水工事、ＦＭ―Ｎａｃｋ５「デジカメ写

真の撮り方」、写真専門学校講師等も。写真展：

８９年「埼玉の分校」展、９４年「ＴＷＩＮＳ＆Ｍ

ＯＴＨＥＲ」展、０２年「ＷＡＶＥ」展（女性自衛

官を取材）、０７年「ナース物語」展、０９年「きょ

う　あした　ふたり」展、他。写真掲載：０５年

「アサヒカメラ１０月号」特集「子どもを撮る」、

「文藝春秋１２月号」グラビア「戦後の子ども

６０年・下」、０７年「プレジデント６／１８」グ

ラビア「朱鷺を待つ子どもたち２」、０８年「週

刊現代１１／２２」グラビア「復活のトキ 感動密

着」、他。写真集：０３年『ぼくらの分校』、０９年

『きょう  あした  ふたり』、他。

　２４才まで名栗で過ご

しました。現在の住まい

は入間市。写真に興味を

持ったのは名栗小、名栗

中の先生の影響です。家

の隣が教員寮で、土日に

先生の所に遊びに行きま

して「教育」に興味を持

つようになりました。写

真専門学校の卒業制作で、大滝村三峰分校の

閉校までの１年間を撮影。そこでの地域との

関わり合いから、学校が中心となって文化が

発祥しているのではないかと思いました。以

来、全国の学校、特に児童が１人の所や、第

一次産業の低迷で過疎化の進んだ山間地や島

の学校の取材を続けてきました。その後、教

育機関ということで自衛隊の取材も１０年以

上続けていて、海上自衛隊の『ＷＡＶＥ物語』、

陸上自衛隊の『自衛隊ナース物語』と２冊の写

真集を出しています。来年には航空自衛隊の

ものが発刊される予定です。

　入間市と姉妹都市の佐渡ヶ島の小学校に取

材に行った際、島民や関係者の方がトキを新

たに佐渡の空へということで復活に向けて色々

な活動をされていました。そこから、トキの

放鳥の取材と、中国でもトキの保護に関して

の取材を進めております。今日は、トキの美

しさと、トキに関わる佐渡の人達の姿を写真

スライドで見て頂きたいと思います。

　テンによる被害が先日報道されましたが、

放鳥したトキには３ペアが出来、うち２ペア

で産卵が確認されたという良い話題も伝わっ

てきています。朝暗いうちから３日間トキを

探して、３日目にやっと１羽に出合えました。

ナンバー「０４」は今、黒部でメス１羽で生活

しています。冬を乗り切れるかが課題だった

のですが、猛吹雪の中でも嘴を凍っている田

んぼの中へ入れて冬眠中のカエルやイモリを

探し当て、かなりの数を食べておりました。

嘴の先端にはセンサーが付いているのです。

　農家にとってトキは害鳥で、「放鳥反対」と

いうのが佐渡の農家では大半の意見でしたが、

５割、８割の減農薬で認証米になる制度が出来、

「朱鷺米」がブランド化されるようになって、

余っていた米も完売するようになり、応援す

る方が増えて来ています。

　トキと他の鳥との共生も大きな課題です。

佐渡に残った４羽は全部オス、４羽のメスは

島外に出てしまいました。佐渡の女性も皆出

てしまうので、島で相手が見つからないとい

うのはヒトの現状と重なります。これはオス

１羽だけで巣を作っています。トキも人を認

識してくれるので、知らない人だと５０ｍが

限界ですが、いつも撮影していると１０ｍ位

まで寄ってきてくれます。

　人間とトキとの共生が出来るかどうかを一

番撮りたかったので、トキが特別視されてい

ないこの写真は雑誌で使いたかったのですが

「野焼き」が法律でダメで、残念な写真でした。

　看板が立っていますが、ＣＳＲ（企業の社会

的責任）ということで、今、企業からの資金が

ビオトープや森林再生の活動、佐渡で２０以上

もあるＮＰＯの活動（田植え体験等）に使われ

たりしています。

　佐渡では使命感からピリピリしたところが

ありますが、富山・黒部では温かい目で見守

られて「０４」も安心して暮らしています。

　自然をどう生かしていくかに今、興味があ

ります。これからは地元に目を向けた写真活

動も出来れば良いなと思っています。

※この写真は車乗入れ禁止前のものです。
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当 番 神田（敬）君、小久保君
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第 2385 例会 2010.5.5
・例会取消（法定休日）
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月   日 当　番
［担当委員会］例会数 行　事　予　定
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５．１９

５．２６

２，３８５

２，３８６

２，３８７

２，３８８
中里（昌）君
中里（忠）君
［親睦活動］

［プログラム］

［プログラム］

増 島 君
間 邉 君

前 島 君
丸 山 君

卓話「飯能青年会議所活動方針」

夜 間 例 会

例会取消（法定休日）

平成２２年５月のプログラム

大津 力様

１８：００点鐘大松閣

飯能青年会議所理事長
学習塾「赤門」・パソコン
教室「トム」代表取締役

卓話「航空自衛隊
  戦闘機パイロットの生きざま」

生島英雄様
飯能整形外科病院施設管理課長
元 航空自衛隊パイロット

写 真 に つ い て

大野広幸様
（社）日本写真家協会（ＪＰＳ）会員
（社）日本写真協会（ＰＳＪ）会員

「飯能青年会議所活動方針」
飯能青年会議所 理事長
学習塾「赤門」・パソコン教室「トム」

代表取締役　大   津     力 様

第２３８６例会
５月１２日（２、水）
当番　増島君、間邉君

卓話

記念講演 「キリマンジャロの雪が消える」

　 　　前 立正大学 学長　文学博士　高村弘毅氏

特別記念公演  「舞と雅楽」増上寺雅楽会

国際ロータリー 第２５７０地区

大会テーマ「今を大事に」

第１日目
第２日目

２０１０年４月１７日（土）
２０１０年４月１８日（日）

ホストクラブ 本庄ロータリークラブ

第２日目会場 本庄市民文化会館

２００９　～　２０１０　年　度　   　地区大会
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・四つのテスト斉唱　田辺職業奉仕委員

・卓　話　大野広幸様

【会長報告】

「まろうど」は「客人、旅人」、「ＩＮＮ」は「宿」。

「マロウドイン飯能」はＨ６年１０／３の開業で、

母体は池袋に本社のある東都自動車（株）。主力

はタクシー部門で、他に観光バス、ゴルフ場、

不動産賃貸、自動車教習所等、幅広く事業展

開されているとのこと。ホテル部門はＳ５３年、

赤坂の開業を皮切りに、東府中、大宮、軽井

沢、箱根、八王子、熊谷、土浦、成田、飯能

と１０店舗を構え、「ホテルマロウドチェーン」

として現在に至っておるとのことです。

　４月は、ＲＩ公式機関紙「ザ・ロータリアン」、

世界３１の地域雑誌の講読と活用促進に役立

つプログラムを実施する「雑誌月間」です。「ロ

ータリーの友」等に対する会員の認識を深め、

それによってロータリーの情報の普及を図る

のが目的。クラブはこの月間中にプログラム

を実施しなければなりません。初代ＲＩ事務

総長によって「ザ・ナショナル・ロータリアン」

（１９１２年より「ザ・ロータリアン」）が創刊された

１９１１年１月２５日を記念して当初は１／２５

を含む１週間を「雑誌週間」としておりました。

「手続要覧」には「各会員は会員身分を保持す

る限り、ＲＩの機関雑誌またはＲＩ理事会か

ら本クラブに対する承認並びに指定される地

域的なロータリー雑誌（日本では「ロータリー

の友」）を購読する義務」が定められています。

　３／３１に劇的な別れを飯能プリンスで行っ

たわけですが、親睦活動委員の皆様には大変

お世話になりました。

　１９９１～９２年度の森三郎ガバナーが９／２５

に話された内容を、前半・後半に分けて話さ

せて頂きます。

　森三郎先生は１９２１年３月５日、寄居町生

まれ。京都大学法学部卒業後、大蔵省、浦和

税務署長、日本専売公社広報課長、総裁秘書

役、日刊工業常務取締役を歴任。日本文化に

も造詣の深い方だったそうです。

　先天的なもの、後天的なもの。田舎と都会

の接ぎ木…。飯能へ参ります時に、車窓に展

開される大和絵のような風光を見て、自分の

中に棲んでいる日本人としての心をくすぐら

れました。うっとりとしていました。田舎の

山や川の佇まいほど私達をほっと安心させて

くれるものはございません。実はＰ・ハリス

も同じ心を持っていました。彼はシカゴに来

て、少年時代を過ごし、田舎の温かい人情と

自然が忘れられず、言わば都会の砂漠の中に

田舎というオアシスをつくるような気持ちで

最初のロータリークラブをつくったとのこと

だそうでございます。考えてみますと確かに

ＲＣには、田舎的な要素と都会的な要素が両

方含まれております。私はこれを、元々は田

舎的であったロータリーという木に、都会的

なものを接ぎ足したのが今のロータリーでは

ないかと捉えています。接ぎ木しますと美し

い花を咲かせたり、見事な花をつけたり致し

ますけれど、時として、元の木の性質が出て

きたりするものです。ロータリーを見ていま

すと、生まれてから由来する性質が所々に見

えて参ります。

　例えば、「社会奉仕」というのは、田舎の心を

衰えさせずに活き活きとさせようとした人間

の団体であれば当然出てくる考えであります。

「コミュニティー・サービス」というものの濃

さは田舎の性質だからであります。「隣は何

をする人ぞ」。周囲の人々の不干渉で暮らす

のが都会の人々の傾向でございますから、ロ

ータリーの元の木はそれに飽き足らないのが

当然であります。中心的な「フェローシップ」。

「職業奉仕」は元木でなくて接いだ木の性質

でありましょう。田舎には「職業奉仕」の観念

が生まれる程、たくさんの職業がございません。

都会的な要素と言えるでしょう。「国際奉仕」

も同様です。ロータリーには先天的な部分と

後天的な部分がありまして、先天的な部分と

いうのは「フェローシップ」であり、「コミュニ

ティー・サービス」なのでございます。増強、拡

大等も後天的な部分に入るかと思います。

　私達がご飯を食べる時、おかずとご飯を交

互に食べます。そうすると、おかずがご飯を

美味しくしてくれたり、ご飯がおかずを美味

しくしてくれます。お互いがお互いを引き立

て合うのです。ロータリーにおいては「フェ

ローシップ」、「友達になりたい」という気持ち

がご飯に相当し、各種の奉仕はおかずでござ

います。台風に例えるならば、気圧の差が生

んだ台風の目が「フェローシップ」であり、

それに向かって吹き込む風が各種の奉仕であ

ると思います。求心力の元は「フェローシッ

プ」であり、それに向かって他の様々な奉仕

活動があるのだからというふうに私はロータ

リーを理解しております。

　そうしますと「Ｒ財団」というものはおかず

でもあり主食でもあります。言わばうどんの

ようなものでございます。私は、クラブに居

る時は協議会でも「Ｒ財団」は一番後で話し合

われますのでウエートがあまり高くないよう

な気がしておりましたけれども、地区に出て、

「Ｒ財団」は大きなウエートを占めています。

更に、国際協議会でＲＩ本部に行くと「Ｒ財

団だけやっていればロータリーは大丈夫」と

いうことを言う人さえおります。

　皆様の会費の何パーセントが奉仕に使われ

ているか考えて見ますと、数字は定かではあ

りませんが、例会費は何％、親睦は何％、地

区分担金は何％、ＲＩ負担金は何％…と取り

去っていくと、純粋に社会奉仕等に使われる

金額というものはそれ程多くはありません。

その金額と、皆さんが「Ｒ財団」や「米山」に支

出される金額とを比べますと、思いの外、後

者が大きいわけでございます。そう考えます

と「Ｒ財団」はおかずと言い切れない、時には

主食とも言えるウエートを占めていると思い

ます。（次回につづく）

【幹事報告】

・役員会にて５月プログラム、第４６期会計

　中間決算、７／２１新老人の会・日野原重明

　講演会の後援、承認。橋本会員、プリンス

　庫内物品の運送費は格安で。また、入会１０

　年未満の方に「年史」を配布します。�

・東清州ＲＣからのお土産をお持ち帰り下さい。

�・「ガバナー月信」Ｐ５「地区ロータリーアクト

　クラブ年次大会」は「地区ローターアクト

　クラブ年次大会」の間違いです。

◎例会変更のお知らせ�

◇新所沢ＲＣ�

・５／１８（火）  移動例会

　　　　　　於：所沢スターレーン　３Ｆ�

・５／２５（火）  振替休会

　　　　　　（２４日、所沢中央ＲＣと合同例会）

�

【委員会報告】

◎米山奨学委員会　　　　　　　  萩野（暁）君

　４／１１東松山・紫雲閣にてカウンセラーの

研修会。戦争中、特に東南アジアの国々に日

本が迷惑をかけたということで、米山奨学生

に月１４万円差し上げています。返済の必要

は無く、例会等への月２回の出席義務だけが

あります。学校年度とＲＣ年度には期間に違

いがあります。日本独自の奨学生制度を米山

梅吉翁が創られ、全てが会員の寄付で賄われ

ています。会費から年１万８千円の寄付の他、

特別寄付１０万円をお願いしています。飯能

では入会１０年の方と理事の方に特にご協力

頂きたい。４／２８例会に駿河台大学経済学部

４年、ラオスのマライさんという女性が参加

予定です。

※カウンセラーの委嘱状交付（木川会長より

　萩野暁米山奨学委員長へ）�

◎４５周年式典の写真について　　吉田（行）君

　式典時に撮影した写真のうち１５０枚程を

展示しました。ご希望の方はお申し込み下さい。

◎次年度幹事　　　　　　　　　　　和泉君

　４／２５次年度事業の地区協議会に出席され

る方はネームプレートをお持ち帰り下さい。

【出席報告】

【Ｍ　　Ｕ】

４／１１（米山奨学）萩野（暁）君

４／１３（日高）丸山君

【結婚・誕生日祝】

◇入会記念日おめでとう。�

　安藤君、島田君、土屋（良）君、高橋君

◇結婚記念日おめでとう。�

　石井君、増島君、北田君、矢島（巌）君

　小川君、吉田（武）君、前島君

◇会員誕生日おめでとう。�

　１１丸山君、１８森君、大附君

　２１市川（洋）君

◇ 夫人誕生日おめでとう。�

　 ２大久保夫人、６柏木夫人

　２３神田（康）夫人

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・マロウドイン引越し、特に橋本様にはご苦

　労様でした。有難うございました。

　　　　　　　　　　　  細田（伴）君、木川君

　　　　　　　　　山川君、吉島君、高橋君�

・大野さん、よろしくお願い致します。

　　　　　　　　　　　　　　　  神田（敬）君�

・初めての例会場、おめでとうございます。

　お世話になります。　　　　　　　大木君�

・結婚記念、有難うございました。

　　　　　　　　　　　  矢島（巌）君、小川君�

・誕生日祝、有難うございました。

　　　　　　　　　　　　  森君、市川（洋）君�

・妻の誕生日祝、有難うございました。

　　　　　　　　　　　　　　　  神田（康）君�

・入会記念、有難うございました。

　　　  安藤君、土屋（良）君、高橋君、島田君�

・長男が結婚しました。これからもよろしく

　お願い致します。　　　　　　　小久保君�

・日野原重明先生講演会、後援について御礼

　申し上げます。　　　　　　　　　齋藤君�

・遅刻。　　　　　　　　　　　　　島田君�

・早退。　　　  安藤君、吉田（武）君、間邉君�

本日計５３，０２３円、累計額１，０５３，１４６円。

◎２８日例会当番は川口会員、森会員です。

【卓　　話】

講師紹介　　　　　　　  神田（敬）雑誌委員長

　１９５９年、名栗村生まれ。「写真家」という

だけでなく色々な顔を持ち、様々に活動中。

官庁の防水工事、ＦＭ―Ｎａｃｋ５「デジカメ写

真の撮り方」、写真専門学校講師等も。写真展：

８９年「埼玉の分校」展、９４年「ＴＷＩＮＳ＆Ｍ

ＯＴＨＥＲ」展、０２年「ＷＡＶＥ」展（女性自衛

官を取材）、０７年「ナース物語」展、０９年「きょ

う　あした　ふたり」展、他。写真掲載：０５年

「アサヒカメラ１０月号」特集「子どもを撮る」、

「文藝春秋１２月号」グラビア「戦後の子ども

６０年・下」、０７年「プレジデント６／１８」グ

ラビア「朱鷺を待つ子どもたち２」、０８年「週

刊現代１１／２２」グラビア「復活のトキ 感動密

着」、他。写真集：０３年『ぼくらの分校』、０９年

『きょう  あした  ふたり』、他。

　２４才まで名栗で過ご

しました。現在の住まい

は入間市。写真に興味を

持ったのは名栗小、名栗

中の先生の影響です。家

の隣が教員寮で、土日に

先生の所に遊びに行きま

して「教育」に興味を持

つようになりました。写

真専門学校の卒業制作で、大滝村三峰分校の

閉校までの１年間を撮影。そこでの地域との

関わり合いから、学校が中心となって文化が

発祥しているのではないかと思いました。以

来、全国の学校、特に児童が１人の所や、第

一次産業の低迷で過疎化の進んだ山間地や島

の学校の取材を続けてきました。その後、教

育機関ということで自衛隊の取材も１０年以

上続けていて、海上自衛隊の『ＷＡＶＥ物語』、

陸上自衛隊の『自衛隊ナース物語』と２冊の写

真集を出しています。来年には航空自衛隊の

ものが発刊される予定です。

　入間市と姉妹都市の佐渡ヶ島の小学校に取

材に行った際、島民や関係者の方がトキを新

たに佐渡の空へということで復活に向けて色々

な活動をされていました。そこから、トキの

放鳥の取材と、中国でもトキの保護に関して

の取材を進めております。今日は、トキの美

しさと、トキに関わる佐渡の人達の姿を写真

スライドで見て頂きたいと思います。

　テンによる被害が先日報道されましたが、

放鳥したトキには３ペアが出来、うち２ペア

で産卵が確認されたという良い話題も伝わっ

てきています。朝暗いうちから３日間トキを

探して、３日目にやっと１羽に出合えました。

ナンバー「０４」は今、黒部でメス１羽で生活

しています。冬を乗り切れるかが課題だった

のですが、猛吹雪の中でも嘴を凍っている田

んぼの中へ入れて冬眠中のカエルやイモリを

探し当て、かなりの数を食べておりました。

嘴の先端にはセンサーが付いているのです。

　農家にとってトキは害鳥で、「放鳥反対」と

いうのが佐渡の農家では大半の意見でしたが、

５割、８割の減農薬で認証米になる制度が出来、

「朱鷺米」がブランド化されるようになって、

余っていた米も完売するようになり、応援す

る方が増えて来ています。

　トキと他の鳥との共生も大きな課題です。

佐渡に残った４羽は全部オス、４羽のメスは

島外に出てしまいました。佐渡の女性も皆出

てしまうので、島で相手が見つからないとい

うのはヒトの現状と重なります。これはオス

１羽だけで巣を作っています。トキも人を認

識してくれるので、知らない人だと５０ｍが

限界ですが、いつも撮影していると１０ｍ位

まで寄ってきてくれます。

　人間とトキとの共生が出来るかどうかを一

番撮りたかったので、トキが特別視されてい

ないこの写真は雑誌で使いたかったのですが

「野焼き」が法律でダメで、残念な写真でした。

　看板が立っていますが、ＣＳＲ（企業の社会

的責任）ということで、今、企業からの資金が

ビオトープや森林再生の活動、佐渡で２０以上

もあるＮＰＯの活動（田植え体験等）に使われ

たりしています。

　佐渡では使命感からピリピリしたところが

ありますが、富山・黒部では温かい目で見守

られて「０４」も安心して暮らしています。

　自然をどう生かしていくかに今、興味があ

ります。これからは地元に目を向けた写真活

動も出来れば良いなと思っています。

※この写真は車乗入れ禁止前のものです。

晴

当 番 神田（敬）君、小久保君

ロータリーの未来は  あなたの手の中に

ジョン・ケニー

ロータリー雑誌月間

今 を 大 事 に

木 川 一 男 今年度  会報・広報担当：山　　川　　荘　太　朗
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例会場：マロウドイン飯能
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会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率
前々回修正
出　席　率

６１名 ４８名８名 １００％８１．３６％

第 2385 例会 2010.5.5
・例会取消（法定休日）

（NO.46-45)

月   日 当　番
［担当委員会］例会数 行　事　予　定

５．５

５．１２

５．１９

５．２６

２，３８５

２，３８６

２，３８７

２，３８８
中里（昌）君
中里（忠）君
［親睦活動］

［プログラム］

［プログラム］

増 島 君
間 邉 君

前 島 君
丸 山 君

卓話「飯能青年会議所活動方針」

夜 間 例 会

例会取消（法定休日）

平成２２年５月のプログラム

大津 力様

１８：００点鐘大松閣

飯能青年会議所理事長
学習塾「赤門」・パソコン
教室「トム」代表取締役

卓話「航空自衛隊
  戦闘機パイロットの生きざま」

生島英雄様
飯能整形外科病院施設管理課長
元 航空自衛隊パイロット

写 真 に つ い て

大野広幸様
（社）日本写真家協会（ＪＰＳ）会員
（社）日本写真協会（ＰＳＪ）会員

「飯能青年会議所活動方針」
飯能青年会議所 理事長
学習塾「赤門」・パソコン教室「トム」

代表取締役　大   津     力 様

第２３８６例会
５月１２日（２、水）
当番　増島君、間邉君

卓話

記念講演 「キリマンジャロの雪が消える」

　 　　前 立正大学 学長　文学博士　高村弘毅氏

特別記念公演  「舞と雅楽」増上寺雅楽会

国際ロータリー 第２５７０地区

大会テーマ「今を大事に」

第１日目
第２日目

２０１０年４月１７日（土）
２０１０年４月１８日（日）

ホストクラブ 本庄ロータリークラブ

第２日目会場 本庄市民文化会館

２００９　～　２０１０　年　度　   　地区大会



・点　鐘　木川会長

・ソング　君が代　奉仕の理想�

・四つのテスト斉唱　田辺職業奉仕委員

・卓　話　大野広幸様

【会長報告】

「まろうど」は「客人、旅人」、「ＩＮＮ」は「宿」。

「マロウドイン飯能」はＨ６年１０／３の開業で、

母体は池袋に本社のある東都自動車（株）。主力

はタクシー部門で、他に観光バス、ゴルフ場、

不動産賃貸、自動車教習所等、幅広く事業展

開されているとのこと。ホテル部門はＳ５３年、

赤坂の開業を皮切りに、東府中、大宮、軽井

沢、箱根、八王子、熊谷、土浦、成田、飯能

と１０店舗を構え、「ホテルマロウドチェーン」

として現在に至っておるとのことです。

　４月は、ＲＩ公式機関紙「ザ・ロータリアン」、

世界３１の地域雑誌の講読と活用促進に役立

つプログラムを実施する「雑誌月間」です。「ロ

ータリーの友」等に対する会員の認識を深め、

それによってロータリーの情報の普及を図る

のが目的。クラブはこの月間中にプログラム

を実施しなければなりません。初代ＲＩ事務

総長によって「ザ・ナショナル・ロータリアン」

（１９１２年より「ザ・ロータリアン」）が創刊された

１９１１年１月２５日を記念して当初は１／２５

を含む１週間を「雑誌週間」としておりました。

「手続要覧」には「各会員は会員身分を保持す

る限り、ＲＩの機関雑誌またはＲＩ理事会か

ら本クラブに対する承認並びに指定される地

域的なロータリー雑誌（日本では「ロータリー

の友」）を購読する義務」が定められています。

　３／３１に劇的な別れを飯能プリンスで行っ

たわけですが、親睦活動委員の皆様には大変

お世話になりました。

　１９９１～９２年度の森三郎ガバナーが９／２５

に話された内容を、前半・後半に分けて話さ

せて頂きます。

　森三郎先生は１９２１年３月５日、寄居町生

まれ。京都大学法学部卒業後、大蔵省、浦和

税務署長、日本専売公社広報課長、総裁秘書

役、日刊工業常務取締役を歴任。日本文化に

も造詣の深い方だったそうです。

　先天的なもの、後天的なもの。田舎と都会

の接ぎ木…。飯能へ参ります時に、車窓に展

開される大和絵のような風光を見て、自分の

中に棲んでいる日本人としての心をくすぐら

れました。うっとりとしていました。田舎の

山や川の佇まいほど私達をほっと安心させて

くれるものはございません。実はＰ・ハリス

も同じ心を持っていました。彼はシカゴに来

て、少年時代を過ごし、田舎の温かい人情と

自然が忘れられず、言わば都会の砂漠の中に

田舎というオアシスをつくるような気持ちで

最初のロータリークラブをつくったとのこと

だそうでございます。考えてみますと確かに

ＲＣには、田舎的な要素と都会的な要素が両

方含まれております。私はこれを、元々は田

舎的であったロータリーという木に、都会的

なものを接ぎ足したのが今のロータリーでは

ないかと捉えています。接ぎ木しますと美し

い花を咲かせたり、見事な花をつけたり致し

ますけれど、時として、元の木の性質が出て

きたりするものです。ロータリーを見ていま

すと、生まれてから由来する性質が所々に見

えて参ります。

　例えば、「社会奉仕」というのは、田舎の心を

衰えさせずに活き活きとさせようとした人間

の団体であれば当然出てくる考えであります。

「コミュニティー・サービス」というものの濃

さは田舎の性質だからであります。「隣は何

をする人ぞ」。周囲の人々の不干渉で暮らす

のが都会の人々の傾向でございますから、ロ

ータリーの元の木はそれに飽き足らないのが

当然であります。中心的な「フェローシップ」。

「職業奉仕」は元木でなくて接いだ木の性質

でありましょう。田舎には「職業奉仕」の観念

が生まれる程、たくさんの職業がございません。

都会的な要素と言えるでしょう。「国際奉仕」

も同様です。ロータリーには先天的な部分と

後天的な部分がありまして、先天的な部分と

いうのは「フェローシップ」であり、「コミュニ

ティー・サービス」なのでございます。増強、拡

大等も後天的な部分に入るかと思います。

　私達がご飯を食べる時、おかずとご飯を交

互に食べます。そうすると、おかずがご飯を

美味しくしてくれたり、ご飯がおかずを美味

しくしてくれます。お互いがお互いを引き立

て合うのです。ロータリーにおいては「フェ

ローシップ」、「友達になりたい」という気持ち

がご飯に相当し、各種の奉仕はおかずでござ

います。台風に例えるならば、気圧の差が生

んだ台風の目が「フェローシップ」であり、

それに向かって吹き込む風が各種の奉仕であ

ると思います。求心力の元は「フェローシッ

プ」であり、それに向かって他の様々な奉仕

活動があるのだからというふうに私はロータ

リーを理解しております。

　そうしますと「Ｒ財団」というものはおかず

でもあり主食でもあります。言わばうどんの

ようなものでございます。私は、クラブに居

る時は協議会でも「Ｒ財団」は一番後で話し合

われますのでウエートがあまり高くないよう

な気がしておりましたけれども、地区に出て、

「Ｒ財団」は大きなウエートを占めています。

更に、国際協議会でＲＩ本部に行くと「Ｒ財

団だけやっていればロータリーは大丈夫」と

いうことを言う人さえおります。

　皆様の会費の何パーセントが奉仕に使われ

ているか考えて見ますと、数字は定かではあ

りませんが、例会費は何％、親睦は何％、地

区分担金は何％、ＲＩ負担金は何％…と取り

去っていくと、純粋に社会奉仕等に使われる

金額というものはそれ程多くはありません。

その金額と、皆さんが「Ｒ財団」や「米山」に支

出される金額とを比べますと、思いの外、後

者が大きいわけでございます。そう考えます

と「Ｒ財団」はおかずと言い切れない、時には

主食とも言えるウエートを占めていると思い

ます。（次回につづく）

【幹事報告】

・役員会にて５月プログラム、第４６期会計

　中間決算、７／２１新老人の会・日野原重明

　講演会の後援、承認。橋本会員、プリンス

　庫内物品の運送費は格安で。また、入会１０

　年未満の方に「年史」を配布します。�

・東清州ＲＣからのお土産をお持ち帰り下さい。

�・「ガバナー月信」Ｐ５「地区ロータリーアクト

　クラブ年次大会」は「地区ローターアクト

　クラブ年次大会」の間違いです。

◎例会変更のお知らせ�

◇新所沢ＲＣ�

・５／１８（火）  移動例会

　　　　　　於：所沢スターレーン　３Ｆ�

・５／２５（火）  振替休会

　　　　　　（２４日、所沢中央ＲＣと合同例会）

�

【委員会報告】

◎米山奨学委員会　　　　　　　  萩野（暁）君

　４／１１東松山・紫雲閣にてカウンセラーの

研修会。戦争中、特に東南アジアの国々に日

本が迷惑をかけたということで、米山奨学生

に月１４万円差し上げています。返済の必要

は無く、例会等への月２回の出席義務だけが

あります。学校年度とＲＣ年度には期間に違

いがあります。日本独自の奨学生制度を米山

梅吉翁が創られ、全てが会員の寄付で賄われ

ています。会費から年１万８千円の寄付の他、

特別寄付１０万円をお願いしています。飯能

では入会１０年の方と理事の方に特にご協力

頂きたい。４／２８例会に駿河台大学経済学部

４年、ラオスのマライさんという女性が参加

予定です。

※カウンセラーの委嘱状交付（木川会長より

　萩野暁米山奨学委員長へ）�

◎４５周年式典の写真について　　吉田（行）君

　式典時に撮影した写真のうち１５０枚程を

展示しました。ご希望の方はお申し込み下さい。

◎次年度幹事　　　　　　　　　　　和泉君

　４／２５次年度事業の地区協議会に出席され

る方はネームプレートをお持ち帰り下さい。

【出席報告】

【Ｍ　　Ｕ】

４／１１（米山奨学）萩野（暁）君

４／１３（日高）丸山君

【結婚・誕生日祝】

◇入会記念日おめでとう。�

　安藤君、島田君、土屋（良）君、高橋君

◇結婚記念日おめでとう。�

　石井君、増島君、北田君、矢島（巌）君

　小川君、吉田（武）君、前島君

◇会員誕生日おめでとう。�

　１１丸山君、１８森君、大附君

　２１市川（洋）君

◇ 夫人誕生日おめでとう。�

　 ２大久保夫人、６柏木夫人

　２３神田（康）夫人

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・マロウドイン引越し、特に橋本様にはご苦

　労様でした。有難うございました。

　　　　　　　　　　　  細田（伴）君、木川君

　　　　　　　　　山川君、吉島君、高橋君�

・大野さん、よろしくお願い致します。

　　　　　　　　　　　　　　　  神田（敬）君�

・初めての例会場、おめでとうございます。

　お世話になります。　　　　　　　大木君�

・結婚記念、有難うございました。

　　　　　　　　　　　  矢島（巌）君、小川君�

・誕生日祝、有難うございました。

　　　　　　　　　　　　  森君、市川（洋）君�

・妻の誕生日祝、有難うございました。

　　　　　　　　　　　　　　　  神田（康）君�

・入会記念、有難うございました。

　　　  安藤君、土屋（良）君、高橋君、島田君�

・長男が結婚しました。これからもよろしく

　お願い致します。　　　　　　　小久保君�

・日野原重明先生講演会、後援について御礼

　申し上げます。　　　　　　　　　齋藤君�

・遅刻。　　　　　　　　　　　　　島田君�

・早退。　　　  安藤君、吉田（武）君、間邉君�

本日計５３，０２３円、累計額１，０５３，１４６円。

◎２８日例会当番は川口会員、森会員です。

【卓　　話】

講師紹介　　　　　　　  神田（敬）雑誌委員長

　１９５９年、名栗村生まれ。「写真家」という

だけでなく色々な顔を持ち、様々に活動中。

官庁の防水工事、ＦＭ―Ｎａｃｋ５「デジカメ写

真の撮り方」、写真専門学校講師等も。写真展：

８９年「埼玉の分校」展、９４年「ＴＷＩＮＳ＆Ｍ

ＯＴＨＥＲ」展、０２年「ＷＡＶＥ」展（女性自衛

官を取材）、０７年「ナース物語」展、０９年「きょ

う　あした　ふたり」展、他。写真掲載：０５年

「アサヒカメラ１０月号」特集「子どもを撮る」、

「文藝春秋１２月号」グラビア「戦後の子ども

６０年・下」、０７年「プレジデント６／１８」グ

ラビア「朱鷺を待つ子どもたち２」、０８年「週

刊現代１１／２２」グラビア「復活のトキ 感動密

着」、他。写真集：０３年『ぼくらの分校』、０９年

『きょう  あした  ふたり』、他。

　２４才まで名栗で過ご

しました。現在の住まい

は入間市。写真に興味を

持ったのは名栗小、名栗

中の先生の影響です。家

の隣が教員寮で、土日に

先生の所に遊びに行きま

して「教育」に興味を持

つようになりました。写

真専門学校の卒業制作で、大滝村三峰分校の

閉校までの１年間を撮影。そこでの地域との

関わり合いから、学校が中心となって文化が

発祥しているのではないかと思いました。以

来、全国の学校、特に児童が１人の所や、第

一次産業の低迷で過疎化の進んだ山間地や島

の学校の取材を続けてきました。その後、教

育機関ということで自衛隊の取材も１０年以

上続けていて、海上自衛隊の『ＷＡＶＥ物語』、

陸上自衛隊の『自衛隊ナース物語』と２冊の写

真集を出しています。来年には航空自衛隊の

ものが発刊される予定です。

　入間市と姉妹都市の佐渡ヶ島の小学校に取

材に行った際、島民や関係者の方がトキを新

たに佐渡の空へということで復活に向けて色々

な活動をされていました。そこから、トキの

放鳥の取材と、中国でもトキの保護に関して

の取材を進めております。今日は、トキの美

しさと、トキに関わる佐渡の人達の姿を写真

スライドで見て頂きたいと思います。

　テンによる被害が先日報道されましたが、

放鳥したトキには３ペアが出来、うち２ペア

で産卵が確認されたという良い話題も伝わっ

てきています。朝暗いうちから３日間トキを

探して、３日目にやっと１羽に出合えました。

ナンバー「０４」は今、黒部でメス１羽で生活

しています。冬を乗り切れるかが課題だった

のですが、猛吹雪の中でも嘴を凍っている田

んぼの中へ入れて冬眠中のカエルやイモリを

探し当て、かなりの数を食べておりました。

嘴の先端にはセンサーが付いているのです。

　農家にとってトキは害鳥で、「放鳥反対」と

いうのが佐渡の農家では大半の意見でしたが、

５割、８割の減農薬で認証米になる制度が出来、

「朱鷺米」がブランド化されるようになって、

余っていた米も完売するようになり、応援す

る方が増えて来ています。

　トキと他の鳥との共生も大きな課題です。

佐渡に残った４羽は全部オス、４羽のメスは

島外に出てしまいました。佐渡の女性も皆出

てしまうので、島で相手が見つからないとい

うのはヒトの現状と重なります。これはオス

１羽だけで巣を作っています。トキも人を認

識してくれるので、知らない人だと５０ｍが

限界ですが、いつも撮影していると１０ｍ位

まで寄ってきてくれます。

　人間とトキとの共生が出来るかどうかを一

番撮りたかったので、トキが特別視されてい

ないこの写真は雑誌で使いたかったのですが

「野焼き」が法律でダメで、残念な写真でした。

　看板が立っていますが、ＣＳＲ（企業の社会

的責任）ということで、今、企業からの資金が

ビオトープや森林再生の活動、佐渡で２０以上

もあるＮＰＯの活動（田植え体験等）に使われ

たりしています。

　佐渡では使命感からピリピリしたところが

ありますが、富山・黒部では温かい目で見守

られて「０４」も安心して暮らしています。

　自然をどう生かしていくかに今、興味があ

ります。これからは地元に目を向けた写真活

動も出来れば良いなと思っています。

※この写真は車乗入れ禁止前のものです。

晴

当 番 神田（敬）君、小久保君

ロータリーの未来は  あなたの手の中に

ジョン・ケニー

ロータリー雑誌月間

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

例会場：マロウドイン飯能
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会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率
前々回修正
出　席　率

第 2385 例会 2010.5.5
・例会取消（法定休日）

（NO.46-45)

月   日 当　番
［担当委員会］例会数 行　事　予　定

５．５

５．１２

５．１９

５．２６

２，３８５

２，３８６

２，３８７

２，３８８
中里（昌）君
中里（忠）君
［親睦活動］

［プログラム］

［プログラム］

増 島 君
間 邉 君

前 島 君
丸 山 君

卓話「飯能青年会議所活動方針」

夜 間 例 会

例会取消（法定休日）

平成２２年５月のプログラム

大津 力様

１８：００点鐘大松閣

飯能青年会議所理事長
学習塾「赤門」・パソコン
教室「トム」代表取締役

卓話「航空自衛隊
  戦闘機パイロットの生きざま」

生島英雄様
飯能整形外科病院施設管理課長
元 航空自衛隊パイロット

写 真 に つ い て

大野広幸様
（社）日本写真家協会（ＪＰＳ）会員
（社）日本写真協会（ＰＳＪ）会員

「飯能青年会議所活動方針」
飯能青年会議所 理事長
学習塾「赤門」・パソコン教室「トム」

代表取締役　大   津     力 様

第２３８６例会
５月１２日（２、水）
当番　増島君、間邉君

卓話

記念講演 「キリマンジャロの雪が消える」

　 　　前 立正大学 学長　文学博士　高村弘毅氏

特別記念公演  「舞と雅楽」増上寺雅楽会

国際ロータリー 第２５７０地区

大会テーマ「今を大事に」

第１日目
第２日目

２０１０年４月１７日（土）
２０１０年４月１８日（日）

ホストクラブ 本庄ロータリークラブ

第２日目会場 本庄市民文化会館

２００９　～　２０１０　年　度　   　地区大会



・点　鐘　木川会長

・ソング　君が代　奉仕の理想�

・四つのテスト斉唱　田辺職業奉仕委員

・卓　話　大野広幸様

【会長報告】

「まろうど」は「客人、旅人」、「ＩＮＮ」は「宿」。

「マロウドイン飯能」はＨ６年１０／３の開業で、

母体は池袋に本社のある東都自動車（株）。主力

はタクシー部門で、他に観光バス、ゴルフ場、

不動産賃貸、自動車教習所等、幅広く事業展

開されているとのこと。ホテル部門はＳ５３年、

赤坂の開業を皮切りに、東府中、大宮、軽井

沢、箱根、八王子、熊谷、土浦、成田、飯能

と１０店舗を構え、「ホテルマロウドチェーン」

として現在に至っておるとのことです。

　４月は、ＲＩ公式機関紙「ザ・ロータリアン」、

世界３１の地域雑誌の講読と活用促進に役立

つプログラムを実施する「雑誌月間」です。「ロ

ータリーの友」等に対する会員の認識を深め、

それによってロータリーの情報の普及を図る

のが目的。クラブはこの月間中にプログラム

を実施しなければなりません。初代ＲＩ事務

総長によって「ザ・ナショナル・ロータリアン」

（１９１２年より「ザ・ロータリアン」）が創刊された

１９１１年１月２５日を記念して当初は１／２５

を含む１週間を「雑誌週間」としておりました。

「手続要覧」には「各会員は会員身分を保持す

る限り、ＲＩの機関雑誌またはＲＩ理事会か

ら本クラブに対する承認並びに指定される地

域的なロータリー雑誌（日本では「ロータリー

の友」）を購読する義務」が定められています。

　３／３１に劇的な別れを飯能プリンスで行っ

たわけですが、親睦活動委員の皆様には大変

お世話になりました。

　１９９１～９２年度の森三郎ガバナーが９／２５

に話された内容を、前半・後半に分けて話さ

せて頂きます。

　森三郎先生は１９２１年３月５日、寄居町生

まれ。京都大学法学部卒業後、大蔵省、浦和

税務署長、日本専売公社広報課長、総裁秘書

役、日刊工業常務取締役を歴任。日本文化に

も造詣の深い方だったそうです。

　先天的なもの、後天的なもの。田舎と都会

の接ぎ木…。飯能へ参ります時に、車窓に展

開される大和絵のような風光を見て、自分の

中に棲んでいる日本人としての心をくすぐら

れました。うっとりとしていました。田舎の

山や川の佇まいほど私達をほっと安心させて

くれるものはございません。実はＰ・ハリス

も同じ心を持っていました。彼はシカゴに来

て、少年時代を過ごし、田舎の温かい人情と

自然が忘れられず、言わば都会の砂漠の中に

田舎というオアシスをつくるような気持ちで

最初のロータリークラブをつくったとのこと

だそうでございます。考えてみますと確かに

ＲＣには、田舎的な要素と都会的な要素が両

方含まれております。私はこれを、元々は田

舎的であったロータリーという木に、都会的

なものを接ぎ足したのが今のロータリーでは

ないかと捉えています。接ぎ木しますと美し

い花を咲かせたり、見事な花をつけたり致し

ますけれど、時として、元の木の性質が出て

きたりするものです。ロータリーを見ていま

すと、生まれてから由来する性質が所々に見

えて参ります。

　例えば、「社会奉仕」というのは、田舎の心を

衰えさせずに活き活きとさせようとした人間

の団体であれば当然出てくる考えであります。

「コミュニティー・サービス」というものの濃

さは田舎の性質だからであります。「隣は何

をする人ぞ」。周囲の人々の不干渉で暮らす

のが都会の人々の傾向でございますから、ロ

ータリーの元の木はそれに飽き足らないのが

当然であります。中心的な「フェローシップ」。

「職業奉仕」は元木でなくて接いだ木の性質

でありましょう。田舎には「職業奉仕」の観念

が生まれる程、たくさんの職業がございません。

都会的な要素と言えるでしょう。「国際奉仕」

も同様です。ロータリーには先天的な部分と

後天的な部分がありまして、先天的な部分と

いうのは「フェローシップ」であり、「コミュニ

ティー・サービス」なのでございます。増強、拡

大等も後天的な部分に入るかと思います。

　私達がご飯を食べる時、おかずとご飯を交

互に食べます。そうすると、おかずがご飯を

美味しくしてくれたり、ご飯がおかずを美味

しくしてくれます。お互いがお互いを引き立

て合うのです。ロータリーにおいては「フェ

ローシップ」、「友達になりたい」という気持ち

がご飯に相当し、各種の奉仕はおかずでござ

います。台風に例えるならば、気圧の差が生

んだ台風の目が「フェローシップ」であり、

それに向かって吹き込む風が各種の奉仕であ

ると思います。求心力の元は「フェローシッ

プ」であり、それに向かって他の様々な奉仕

活動があるのだからというふうに私はロータ

リーを理解しております。

　そうしますと「Ｒ財団」というものはおかず

でもあり主食でもあります。言わばうどんの

ようなものでございます。私は、クラブに居

る時は協議会でも「Ｒ財団」は一番後で話し合

われますのでウエートがあまり高くないよう

な気がしておりましたけれども、地区に出て、

「Ｒ財団」は大きなウエートを占めています。

更に、国際協議会でＲＩ本部に行くと「Ｒ財

団だけやっていればロータリーは大丈夫」と

いうことを言う人さえおります。

　皆様の会費の何パーセントが奉仕に使われ

ているか考えて見ますと、数字は定かではあ

りませんが、例会費は何％、親睦は何％、地

区分担金は何％、ＲＩ負担金は何％…と取り

去っていくと、純粋に社会奉仕等に使われる

金額というものはそれ程多くはありません。

その金額と、皆さんが「Ｒ財団」や「米山」に支

出される金額とを比べますと、思いの外、後

者が大きいわけでございます。そう考えます

と「Ｒ財団」はおかずと言い切れない、時には

主食とも言えるウエートを占めていると思い

ます。（次回につづく）

【幹事報告】

・役員会にて５月プログラム、第４６期会計

　中間決算、７／２１新老人の会・日野原重明

　講演会の後援、承認。橋本会員、プリンス

　庫内物品の運送費は格安で。また、入会１０

　年未満の方に「年史」を配布します。�

・東清州ＲＣからのお土産をお持ち帰り下さい。

�・「ガバナー月信」Ｐ５「地区ロータリーアクト

　クラブ年次大会」は「地区ローターアクト

　クラブ年次大会」の間違いです。

◎例会変更のお知らせ�

◇新所沢ＲＣ�

・５／１８（火）  移動例会

　　　　　　於：所沢スターレーン　３Ｆ�

・５／２５（火）  振替休会

　　　　　　（２４日、所沢中央ＲＣと合同例会）

�

【委員会報告】

◎米山奨学委員会　　　　　　　  萩野（暁）君

　４／１１東松山・紫雲閣にてカウンセラーの

研修会。戦争中、特に東南アジアの国々に日

本が迷惑をかけたということで、米山奨学生

に月１４万円差し上げています。返済の必要

は無く、例会等への月２回の出席義務だけが

あります。学校年度とＲＣ年度には期間に違

いがあります。日本独自の奨学生制度を米山

梅吉翁が創られ、全てが会員の寄付で賄われ

ています。会費から年１万８千円の寄付の他、

特別寄付１０万円をお願いしています。飯能

では入会１０年の方と理事の方に特にご協力

頂きたい。４／２８例会に駿河台大学経済学部

４年、ラオスのマライさんという女性が参加

予定です。

※カウンセラーの委嘱状交付（木川会長より

　萩野暁米山奨学委員長へ）�

◎４５周年式典の写真について　　吉田（行）君

　式典時に撮影した写真のうち１５０枚程を

展示しました。ご希望の方はお申し込み下さい。

◎次年度幹事　　　　　　　　　　　和泉君

　４／２５次年度事業の地区協議会に出席され

る方はネームプレートをお持ち帰り下さい。

【出席報告】

【Ｍ　　Ｕ】

４／１１（米山奨学）萩野（暁）君

４／１３（日高）丸山君

【結婚・誕生日祝】

◇入会記念日おめでとう。�

　安藤君、島田君、土屋（良）君、高橋君

◇結婚記念日おめでとう。�

　石井君、増島君、北田君、矢島（巌）君

　小川君、吉田（武）君、前島君

◇会員誕生日おめでとう。�

　１１丸山君、１８森君、大附君

　２１市川（洋）君

◇ 夫人誕生日おめでとう。�

　 ２大久保夫人、６柏木夫人

　２３神田（康）夫人

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・マロウドイン引越し、特に橋本様にはご苦

　労様でした。有難うございました。

　　　　　　　　　　　  細田（伴）君、木川君

　　　　　　　　　山川君、吉島君、高橋君�

・大野さん、よろしくお願い致します。

　　　　　　　　　　　　　　　  神田（敬）君�

・初めての例会場、おめでとうございます。

　お世話になります。　　　　　　　大木君�

・結婚記念、有難うございました。

　　　　　　　　　　　  矢島（巌）君、小川君�

・誕生日祝、有難うございました。

　　　　　　　　　　　　  森君、市川（洋）君�

・妻の誕生日祝、有難うございました。

　　　　　　　　　　　　　　　  神田（康）君�

・入会記念、有難うございました。

　　　  安藤君、土屋（良）君、高橋君、島田君�

・長男が結婚しました。これからもよろしく

　お願い致します。　　　　　　　小久保君�

・日野原重明先生講演会、後援について御礼

　申し上げます。　　　　　　　　　齋藤君�

・遅刻。　　　　　　　　　　　　　島田君�

・早退。　　　  安藤君、吉田（武）君、間邉君�

本日計５３，０２３円、累計額１，０５３，１４６円。

◎２８日例会当番は川口会員、森会員です。

【卓　　話】

講師紹介　　　　　　　  神田（敬）雑誌委員長

　１９５９年、名栗村生まれ。「写真家」という

だけでなく色々な顔を持ち、様々に活動中。

官庁の防水工事、ＦＭ―Ｎａｃｋ５「デジカメ写

真の撮り方」、写真専門学校講師等も。写真展：

８９年「埼玉の分校」展、９４年「ＴＷＩＮＳ＆Ｍ

ＯＴＨＥＲ」展、０２年「ＷＡＶＥ」展（女性自衛

官を取材）、０７年「ナース物語」展、０９年「きょ

う　あした　ふたり」展、他。写真掲載：０５年

「アサヒカメラ１０月号」特集「子どもを撮る」、

「文藝春秋１２月号」グラビア「戦後の子ども

６０年・下」、０７年「プレジデント６／１８」グ

ラビア「朱鷺を待つ子どもたち２」、０８年「週

刊現代１１／２２」グラビア「復活のトキ 感動密

着」、他。写真集：０３年『ぼくらの分校』、０９年

『きょう  あした  ふたり』、他。

　２４才まで名栗で過ご

しました。現在の住まい

は入間市。写真に興味を

持ったのは名栗小、名栗

中の先生の影響です。家

の隣が教員寮で、土日に

先生の所に遊びに行きま

して「教育」に興味を持

つようになりました。写

真専門学校の卒業制作で、大滝村三峰分校の

閉校までの１年間を撮影。そこでの地域との

関わり合いから、学校が中心となって文化が

発祥しているのではないかと思いました。以

来、全国の学校、特に児童が１人の所や、第

一次産業の低迷で過疎化の進んだ山間地や島

の学校の取材を続けてきました。その後、教

育機関ということで自衛隊の取材も１０年以

上続けていて、海上自衛隊の『ＷＡＶＥ物語』、

陸上自衛隊の『自衛隊ナース物語』と２冊の写

真集を出しています。来年には航空自衛隊の

ものが発刊される予定です。

　入間市と姉妹都市の佐渡ヶ島の小学校に取

材に行った際、島民や関係者の方がトキを新

たに佐渡の空へということで復活に向けて色々

な活動をされていました。そこから、トキの

放鳥の取材と、中国でもトキの保護に関して

の取材を進めております。今日は、トキの美

しさと、トキに関わる佐渡の人達の姿を写真

スライドで見て頂きたいと思います。

　テンによる被害が先日報道されましたが、

放鳥したトキには３ペアが出来、うち２ペア

で産卵が確認されたという良い話題も伝わっ

てきています。朝暗いうちから３日間トキを

探して、３日目にやっと１羽に出合えました。

ナンバー「０４」は今、黒部でメス１羽で生活

しています。冬を乗り切れるかが課題だった

のですが、猛吹雪の中でも嘴を凍っている田

んぼの中へ入れて冬眠中のカエルやイモリを

探し当て、かなりの数を食べておりました。

嘴の先端にはセンサーが付いているのです。

　農家にとってトキは害鳥で、「放鳥反対」と

いうのが佐渡の農家では大半の意見でしたが、

５割、８割の減農薬で認証米になる制度が出来、

「朱鷺米」がブランド化されるようになって、

余っていた米も完売するようになり、応援す

る方が増えて来ています。

　トキと他の鳥との共生も大きな課題です。

佐渡に残った４羽は全部オス、４羽のメスは

島外に出てしまいました。佐渡の女性も皆出

てしまうので、島で相手が見つからないとい

うのはヒトの現状と重なります。これはオス

１羽だけで巣を作っています。トキも人を認

識してくれるので、知らない人だと５０ｍが

限界ですが、いつも撮影していると１０ｍ位

まで寄ってきてくれます。

　人間とトキとの共生が出来るかどうかを一

番撮りたかったので、トキが特別視されてい

ないこの写真は雑誌で使いたかったのですが

「野焼き」が法律でダメで、残念な写真でした。

　看板が立っていますが、ＣＳＲ（企業の社会

的責任）ということで、今、企業からの資金が

ビオトープや森林再生の活動、佐渡で２０以上

もあるＮＰＯの活動（田植え体験等）に使われ

たりしています。

　佐渡では使命感からピリピリしたところが

ありますが、富山・黒部では温かい目で見守

られて「０４」も安心して暮らしています。

　自然をどう生かしていくかに今、興味があ

ります。これからは地元に目を向けた写真活

動も出来れば良いなと思っています。

※この写真は車乗入れ禁止前のものです。

晴

当 番 神田（敬）君、小久保君

ロータリーの未来は  あなたの手の中に

ジョン・ケニー

ロータリー雑誌月間

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

例会場：マロウドイン飯能

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率
前々回修正
出　席　率

・例会取消（法定休日）

月   日 当　番
［担当委員会］例会数 行　事　予　定

中里（昌）君
中里（忠）君
［親睦活動］

［プログラム］

［プログラム］

増 島 君
間 邉 君

前 島 君
丸 山 君

卓話「飯能青年会議所活動方針」

夜 間 例 会

例会取消（法定休日）

平成２２年５月のプログラム

大津 力様

１８：００点鐘大松閣

飯能青年会議所理事長
学習塾「赤門」・パソコン
教室「トム」代表取締役

卓話「航空自衛隊
  戦闘機パイロットの生きざま」

生島英雄様
飯能整形外科病院施設管理課長
元 航空自衛隊パイロット

写 真 に つ い て

大野広幸様
（社）日本写真家協会（ＪＰＳ）会員
（社）日本写真協会（ＰＳＪ）会員

「飯能青年会議所活動方針」
飯能青年会議所 理事長
学習塾「赤門」・パソコン教室「トム」

代表取締役　大   津     力 様

第２３８６例会
５月１２日（２、水）
当番　増島君、間邉君

卓話

記念講演 「キリマンジャロの雪が消える」

　 　　前 立正大学 学長　文学博士　高村弘毅氏

特別記念公演  「舞と雅楽」増上寺雅楽会

国際ロータリー 第２５７０地区

大会テーマ「今を大事に」

第１日目
第２日目

ホストクラブ 本庄ロータリークラブ

第２日目会場 本庄市民文化会館

２００９　～　２０１０　年　度　   　地区大会


