
・点　鐘　半田会長

・ソング　それでこそロータリー�

・ビジター      （ＧＳＥ）増田圭佑様�

・卓　話　西澤孝夫様�

【会長報告】

　９／１１（土）東武サロン・職奉部門セミナーに

前島委員と行って参りました。９／４（土）医療法

人靖和会飯能靖和病院創立３０周年式典（ホテ

ルオークラ東京）に出席しました。

「ＧＳＥ」とは「ＲＩ財団の支援を受けて、ロー

タリーグループが地区単位で集まって実施す

る国際奉仕活動の１つであり、事業や専門職

務経験の浅い２５～４０才位の男女４人とベ

テランのロータリアン１名がＧＳＥチームを

組み、異なる国の地区間で相互にチームを交

換して、相手国の制度・生活様式を体験し意見

を交換して、個人的にも職業人としても成長

する機会を提供するもの」だそうです。

【幹事報告】

・１１／２１ライラ・デー（東松山）に会長幹事、

　吉澤新世代委員長と出席、勉強して参ります。

�・親睦活動委員会のご尽力で１０／２０高輪プ

　リンスでの夜間例会には４８名の出席予定。

�・市・危機管理より、市内・中山間地域でクマ

　が出没しています。お気をつけ下さい。�

◎ＧＳＥ（地区研究グループ交換）チームメンバー

　増田圭佑様ご挨拶�

　飯能ＲＣよりご推薦頂きＧＳＥメンバーと

して来年３月より１か月間、豪州・クイーンズ

ランド州に研修に行かせて

頂きます。井桁団長（熊谷東）

の下、薬剤師の私と新座市

の消防士、川越市職員、舞台

俳優の方、計５名。どうぞ

よろしくお願い致します。

【委員会報告】

◎職業奉仕委員会　　　　　　　　　前島君

　９／１１職奉部門セミナーに服部委員長の代

わりに出席。各クラブ、会長と委員長で、委員

長は会長経験者。場違いなところに来てしま

ったと緊張しながら自己紹介。ディスカッシ

ョン「職業奉仕とは何か」では、ロータリーの“金

看板”、他クラブには無い良さ、原点は四つの

テスト等出ました。１０／１３中里地区委員長の

卓話を是非お聴き下さい。

◎国際奉仕委員会　　　　　　　  吉田（健）君

「姉妹クラブとの交流」を、との年度計画に基

づき１１／１８（木）～２０（土）に東清州ＲＣ訪問。木

曜夜の例会参加に加え、金曜は親善ゴルフ大

会を開催予定。人数を早めに掴むため、非公式

な発表ですが大勢の参加をお願い致します。

◎雑誌委員会　　　　　　　　　　　山川君

「友」９月号紹介。縦組Ｐ１０、脳卒中の予防。

Ｐ１６、「５３年振りのめぐり逢い」私事ですが小

学校のクラス会に５５年振りに出席される方

がおられます。Ｐ３２、表紙のメッセージ。横組

Ｐ１６、国際大会の写真には残念ながら飯能の

メンバーは写っておらず。Ｐ３０、「関東大震災
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Ｐ１６、国際大会の写真には残念ながら飯能の

メンバーは写っておらず。Ｐ３０、「関東大震災

とロータリー」震災の報が伝わると１９２２年１１

月１７日、ＲＩから２５，０００＄が大阪ＲＣを通して

送られ、シカゴＲＣ１，５００＄、サンフランシスコ、

ＮＹＲＣ各１，０００＄等、５０３クラブからの義援

金や救援物資は総額８９，０００＄（約３億円）。東

京ＲＣの会員達は初めて“ロータリーとは何か”

を理解。この事が今日の日本のロータリーの

礎になったとのことです。

【出席報告】

【Ｍ　　Ｕ】

９／１１（ガバナー）半田君、前島君

９／１４（日高）小久保君、中里（忠）君

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・本日は卓話でお世話になります。西澤孝夫様�

・西澤さん、ようこそ。米山では大変お世話に

　なりました。　　　　　　　　　　萩野君�

・西澤さん、ようこそ。本日はよろしくお願い

　致します。　　　　　　　　　  中里（昌）君�

・西澤様、ご多忙のところ飯能にお出で下さり有難

　うございます。どうぞよろしくお願い致します。

　  大木君、市川（洋）君、半田君、安藤君、和泉君�

・早退。　　　　　前島君、島田君、小川君�

本日計１１，０００円、累計額２６２，６２２円。

◎２２日例会当番は橋本会員、平沼会員です。

�
【卓　　話】

講師紹介　　　　　　　大木社会奉仕委員長

　昨年度まで「社会奉仕プロジェクト部門」と

して地区が先導してプロジェクトを組み立て

て来たのですが、本年度は５４クラブが夫々独

自の奉仕をするのが良いのではということで

「プロジェクト」を外しました。地区は各クラ

ブへのアドバイスやお手伝いをするというこ

とです。「ブライダル」「世界遺産登録推進」は

継続ですが、さきたま古墳群のある行田、第４

Ｇ以外では遺産登録の盛り上がりがやや弱い。

「社会奉仕」は『手続要覧』には「原則としては

単年度」とあるわけですが、「地区で言われる

から」「ガバナー訪問があるから」とついつい

前からの事業をそのまま継続している場合が

非常に多い。昨年ガバナー補佐として第１Ｇ

を回らせて頂いたのですが、１０年、１５年と続け

ていることを自慢されている方もおられた。

いけないということでは

ないのですが、皆さん方

６０名近くが日常、生活す

る中で「こういう良い事

をしているところがある」

「こういう団体がある」と

いうことを社会奉仕委員

長始め皆さんにお話して

「今年はじゃあこういう

事業をしましょう」「こういうことをしたら

どうだろう」ということでやって頂く方がよ

り活発に出来ると思うんですね。「社会奉仕」

の部分は身の回りにたくさんあると思います。

　また、部門セミナーでのクラブ毎の発表か

らは、あまり汗をかかないでとりあえず金銭

的な面で援助しようという部分が多くあるの

かなという感じを受けました。折角こうやっ

てクラブとして集まっている以上、皆で汗を

かいて一つの奉仕をするというのが大事なの

かなという気はします。

　あるクラブは青少年関係の団体に年間５０

数万円を出していて財政が苦しいと会長はお

っしゃっていた。日曜に開催された大会にガ

バナー補佐として出席したところ、青少年団

体の方は沢山参加されているのに肝心のＲＣ

会員は５名。私を入れて６名が来賓席で一日

観戦したのですが、これで良いのかなと疑問

に思いました。青少年と接するのでしたら汗

をかきながら交流を深めてこそ奉仕の一つに

なる。お金を出すだけだとＲＣは慈善団体そ

のものです。“奉仕の心”、いつでも奉仕が出

来るんだよ、お金を出すだけじゃないんだよ、

という気持ちだけは持って頂きたい。

　会長がクラブのリーダーですからいろんな

委員会に目配りをして頂き、また、飯能には中

里（昌）会員を始め地区で活躍されているリー

ダー的な方が沢山居られますので是非クラブ

の方向性のアドバイスをして頂きたい。リー

ダーの下、いろんなプロジェクトを組んで活

躍していくことが素晴らしいことと思います。

　私のクラブは最盛期４６名、今は２８名なんで

すね。ただ、平均年齢が６０少し前で、若い層

とも和気藹々。飯能と比べると小さくて大し

た事は出来ないのですが、それでも、お出で頂

いた方からは「このクラブは明るいね」と言わ

れます。いろんな活動をしています。ややも

するとやはり一寸外れた方向に行ってしまう

場合がありますが、そういうところは訂正し

ながら皆で一生懸命やっております。
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社会奉仕について

西澤孝夫様

大澤 衛様卓話「米山奨学について」
米山奨学部門
委員長

第２４０７　例会
１０月６日（１、水）
当番　萩野君、服部君

会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率
前々回修正
出　席　率

８５．７１％

（越生毛呂ＲＣ）第２５７０地区社会奉仕部門委員長

・例会取消（定款による）


