
・点　鐘　半田会長

・ソング　手に手つないで�

・ビジター　細田徳二郎名誉会員�　智子令夫人

　　　　（日高）古本良子様　　　　　　

・パネルディスカッション�

　　　　　神田敬文親睦活動委員長

　　　　　小久保勝弘出席委員長

【会長報告】

　先月末で退会、理事会で名誉会員に推挙さ

れた細田（徳）ご夫妻より後程ご挨拶があります。

高輪での夜間例会、大勢のご出席に感謝申し

上げます。１０／２３、第２回会員増強セミナー

に矢島（高）委員長と私で出席。

【幹事報告】

・１１月ロータリーレート　１＄＝８２円

◎例会変更のお知らせ�

◇所沢中央ＲＣ�

・１１／１５（月） 振替休会（１１／８合同例会）�

・１２／２０（月） 振替休会（１２／１８忘年会）�

・１２／２７（月） 例会取止（定款６―１―Ｃ）�

◇所沢ＲＣ�

・１１／１６（火） 通常例会�

・１１／２３（火） 休会（法定休日）�

・１２／２１（火）１２／１７（金）クリスマス会に振替

　　　　　　東京ディズニーシー�

・１２／２８（火） 休会（定款第６条）�

◇新所沢ＲＣ�

・１１／１６（火） 移動例会�

・１１／２３（火） 休会（法定休日）�

◇新狭山ＲＣ�

・１１／２９（月）１１／２８（日）親睦旅行に振替

　　　　　　昇仙峡�

・１２／１３（月） 年末家族会�

・１２／２７（月） 例会取止（定款６―１―Ｃ）��

◇狭山中央ＲＣ�

・１１／２３（火） 例会取止（定款６―１―Ｃ）�

・１２／１４（火） 家族同伴年末家族会�

・１２／２８（火） 例会取止（定款６―１―Ｃ）�

・１／４ （火） 例会取止（定款６―１―Ｃ）��

・１／１８（火） 例会臨時変更

　　　　　　市内３ＲＣ新春合同例会�

◇入間ＲＣ�

・１１／１８（木）１１／１７～１８親睦旅行に振替�

・１２／１６（木） クリスマス家族会  点鐘１８：３０�

・１２／２３（木） 休会（法定休日）�

◇入間南ＲＣ�

・１１／１６（火） ガバナー公式訪問

・１１／２３（火） 例会取止（定款６―１―Ｃ）�

・１２／１９（日） 創立２０周年記念祝賀会

　　　フォーシーズンズホテル椿山荘　東京�

・１２／２１（火） 創立２０周年記念祝賀会に振替�

・１２／２８（火） 例会取止（定款６―１―Ｃ）�

・１／４ （火） 例会取止（定款６―１―Ｃ）�

◇日高ＲＣ�

・１１／２３（火） 例会取消（法定休日）

・１２／２１（火） 年末家族会（移動例会）�

・１２／２８（火） 例会取消（定款により）�

【委員会報告】

◎親睦活動委員会　　　   　　　  神田（敬）君

　夜間例会、有難うございました。記念になる

かと思い、写真を配布しました。お納め下さい。

◎国際奉仕委員会　　　　　　　  吉田（健）君

　１１／２５からの東清州ＲＣ訪問の参加者数

は夫人３名を含む１２名です。ガバナーより

来年５／２１～２５ニューオーリンズＲＩ国際

大会の案内。３８万円７日間のツアー企画も

付いています。

◎ロータリー財団委員会　　　　  吉田（武）君

　１１／１０卓話講師戸田一誠様は第２５８０地区

パストガバナー。内容はＢＯＸに入れました。

ＲＩ評議員等をされた方です。

◎会員増強委員会　　　　　　　  矢島（高）君

　１０／２３（土）嵐山・国立女性教育会館、第２

回クラブ奉仕部門・会員増強セミナーに会長

と参加。加藤玄静パストガバナーの基調講演

後、７グループに分かれ、増強に関する問題点

等話し合いました。地区では今年度２８名の増。

飯能は一歩後退しています。「入会ご紹介書」

を配布。因みに日高ＲＣは５名増。是非ご協力

をお願い致します。

◎雑誌委員会　　　　　　　　　　　島田君

「友」１０月号の紹介。職業奉仕月間の特集。

Ｐ６、深川氏（伊丹ＲＣ）の記事より「社員を

大事にしない企業は絶対に栄えることはない

／企業経営は役割分担」。佐藤先生という方の

事例紹介。「賄賂の授受で信用失墜／約束＝時

間を守ること／余裕があれば慈善事業も／賄

賂の横行しない健全な社会、公正な自由競争

社会の実現を目指す／ロータリアンは組織の

頂点に立ってリーダーシップを発揮／常に社

会的弱者に対する思いやりの心を」等、ご一

読お願いします。

【出席報告】無断欠席なし

【Ｍ　　Ｕ】

１０／２３（ガバナー）半田君、矢島（高）君

１０／２５（池袋西）中里（昌）君

１０／２６（日高）山川君

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・久し振りにおじゃま致します。よろしくお

　願い致します。　　　（日高）古本良子様�

・古本さん、ようこそ飯能へ。いつもお世話

　になります。　　　　  中里（忠）君、田辺君�

・退会に当り、長い事お世話になりました。

　　　　　　　　　　　細田徳二郎名誉会員�

・先週の高輪での夜間例会、お陰様で盛会裏

　に終わることが出来ました。感謝申し上げ

　ます。　　　　　半田君、安藤君、吉島君

　　　　　　　　　　　　　和泉君、田辺君�

・本日６時より戸張捷さんのフォーラムがあ

　ります。皆様のご出席お待ちしております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　新井君�

・細田徳二郎さん、長い間大変ご苦労様でした。

　　　　　　　　　　　　　　森君、山川君�

・細田徳二郎先輩、長い間本当にお世話にな

　りました。名誉会員として引き続きお願い

　しますとともに、益々のご健勝をご祈念申

　し上げます。　　　　　会長以下有志一同�

・妻への花束、有難うございます。　雨間君�

・先々週、欠席しました。　　　　　丸山君�

・早退。　　　　　　　  細田（伴）君、小川君�

本日計１５４，０００円、累計額５５９，６２２円。

◎１０日例会当番は北田会員、木川会員です。�

◎細田徳二郎名誉会員

　ご挨拶�

　退会のご挨拶に参上し

て、このような場を作っ

て頂き誠に有難うござい

ます。兼ねてから突発性

難聴という病も得て、雑

音の多いところは苦手に

なり、夜間例会や他クラ

ブの催し物は欠席をして申し訳なく思ってお

りました。私が退会すると家内も奥様方との

交流がなくなり寂しいのではと思っておりま

すが、やむを得ないと判断し、ここで退会を

させて頂くことになりました。

　４５周年の時、いろいろお話をしましたけれ

ども、振り返ってみますと、ロータリーに入

った時、１９６４年７月２２日ですが、第１回の

例会からずっと今まで、４６年４か月になり

ますけれども、会員として、皆様の支えもあ

りまして、大過なくここまで参りました。入

りたては、我々庶民から見ますと、神守ガバ

ナー、竹田宮、松方様と、３代ですが、“超

偉い人”という感じの方から直接質問された

り等して指導して頂きました。ロータリーで

なければ交われない方々、「ロータリーっての

は凄いな」と身震いするようなさまでありま

した。時は流れ、ＲＣも変化して来ました。

女性会員、飯能の２つ目のクラブ等、いろい

ろ問題になりました。会員が増え、地区も変

化し、東京が抜け埼玉千葉となり、埼玉１つ

になって、現在は荒川を境に２地区に分かれ

ました。ＲＣもこのままでいいのか。皆さん

で知恵を出して発展していくことだろうと、

私は思っております。

　最後に、奥様方よりご交誼を頂いた家内か

らひと言だけお話があるようです。また、倅

に“その気”が出た時には、またいろいろとご

指導願いたいと考えております。

　皆様のご清祥、クラブの発展を祈念致しま

して、退会のご挨拶とします。誠に有難うご

ざいました。

◎半田会長／記念品の「楯」と花束の贈呈

◎森パスト会長／「楯」“魁（さきがけ）”について

“先に立って事を成す”、英語ではｉｎｉｔｉａｔｉｖｅ。

「魁（かい）」は頭（かしら）、ｂｏｓｓとも解釈出来

ます。細田さんはボスに相応しいような容貌

をしておられ、贈る言葉として最適ではと思

っております。一つの歴史が終わり、これか

らまた一つの歴史が始まります。今後も健康

に留意され、ご夫婦共々いつまでもＲＣの前

途を見守って頂ければ幸いです。長い間有難

うございました。

【パネルディスカッション】

◎進行　　　　　  矢島（巌）クラブ奉仕委員長

　今日のパネリストは夫々、飯能ＪＣ第１１代、

第２１代目理事長です。私の会長年度に入会

され、５年未満。古い会員の方からは「違う

んじゃないか」ということもあろうかと思い

ますが、その点も加味しながらお聴き頂きた

い。趣旨は、会長の年度目標について本音を

含む抱負を語って頂くことです。

◎ＲＣにおいて一番大事なことは例会出席。
　出席率向上のためのお考えは？
小久保●出席は義務ではなく権利であるべき。

委員会としては義務的と言わざるを得ない。

《例会》は「人生の道場」、自己修練の場。年齢、

職業の違った人の集まりで、勉強になる。情

報交換、親睦、友情を育む場。折角の権利を

欠席では勿体ない。先ず無届欠席を無くすこ

と。８月の例会での田辺ＳＡＡの「本日の例

会は無届欠席はありませんでした」が１つの

ヒントになった。９月第１例会に欠席届を配

布する。有難いＭＵ制度（例会の前後１４日

間）の利用をお願いしたい。気掛かりなのは

移動例会の出席率。「ＭＵ先のクラブ」を調べ

るのでお申し付け願いたい。ＭＵツアーの企

画もある。

◎ＲＣは人材の森。宝を持ち寄り切磋琢磨す
　ることが親睦の真髄。単に酒を飲んだり
　バス旅行だけが親睦ではない。
　「充実」とは？�
神田（敬）●小谷野、馬場委員長の下、親睦活

動委員として２年間携わった事が礎となった。

ｆｅｌｌｏｗｓｈｉｐを「親睦」と訳したのが間違いで、

本来「友情」「友愛」。ｌｏｖｅとも違う奥深い意

味がある。フランス革命のスローガン「自由・

平等・友愛」から採ったもの。自分のいいと

ころを例会に持ち寄り、研鑽を積む、友情を

深める、それが親睦を図るということだと考

えている。それを手助けするのが私達の委員会。

「親睦」と「親睦活動」とが一緒くたになってし

まっている。「親睦（友愛）」を図る、築き上げ

るものの中の１つに「親睦活動」がある。それ

は飲む場やコンペ、旅行等の機会を作る事。

そちらばかり捉えられる事が多いが、より良い、

より深い親睦が図れるよう「親睦活動」を進め

ていきたい。配属される委員に若い人が多い

のは、設営を通して皆といち早く親睦を図れ

るように、という事ではないか。「親睦」の充

実のため、「親睦活動」を頑張りたい。

◎例会では何をすることが期待されているか。
　服装、例会時間は？�
小久保●例会は自己研鑽、幅広い知識を得る

場。昨年秋に体調を崩し辞めようか迷ってい

た時、例会で励ましを頂く。体調も戻り素晴

らしい仲間に会えた事に今も感謝している。

　服装は最低限の身だしなみで、時間は今ま

で通りで良いと思う。

◎親睦と奉仕は車の両輪。
　どうしたら楽しいロータリーになるか？�
神田（敬）●私はこれまで楽しく過ごしてきた。

根本は、自分の企業が安定していて、ここに

出てくる事が友情を深めるものでなければい

けない。ドイツの詩人が「友情は楽しみを２

倍にして苦しみを半分にする」と言ったが、

まさしくそれだと思う。例会で切磋琢磨、自

己研鑽を積んで、最終的に奉仕の心が育まれ、

地域に還元出来ればと感じる。「楽しかった」

と思われるよう努力して参りたい。

◎飯能という地域に根ざした、地域に愛され、
　信頼されるＲＣになるには？�
小久保●４５年の歴史もあり、それなりに信

頼されている。ただ、もう少し地域や市民に

向いた事業展開、所謂“Ｉ　ｓｅｒｖｅ”ではなく、

“Ｗｅ　ｓｅｒｖｅ”もいいのかなと思う。

神田（敬）●ＰＲを進めたい。

小久保●過去５年間の平均出席率は８９．２９％。

９０％以上の年は無い。地区平均より４％程

高いが９０％を目指したい。ＭＵのお手伝い

をさせて頂きたい。

◎まとめ　　　　　　　　　　　　半田会長

　今日も無届欠席はゼロ。私はＲＣ入会の時、

当時の会長と推薦者から「ＪＣは続かなかっ

たが今度はしっかりせよ」と言われ、以来、

出席１００％を堅持。出席は全然苦にならず

普通の事になっている。９０％ではなく１００％

を目指してやって頂きたい。トップとして職

場に戻れば、皆、自分の言う事が大体通るが、

ここではそうは行かない。良い修養の場では

なかろうか。ＰＲも大事だが、先ずはこの中

での友情があって、それから次に行くのでは

ないか。親睦旅行の個人負担が２万５千円程

度で、相当額をクラブ負担にするところもあ

る。先ず自分達の繋がりを重んじたら良いの

ではないか。飯能では新入会員は親睦活動に

配属される。他クラブに多い、入会２年程で

辞める人が飯能には居ない。注目される点だ

と思う。

飯能ロータリークラブ会報

晴

当 番 加藤君、神田（康）君

地域を育み、大陸をつなぐ

職業奉仕月間・米山月間

利 他 の 心 で 行 動 し よ う

半　　　田　　　　　武 和泉由起夫

例会場：マロウドイン飯能

西　　川　　武　重　郎

レイ・クリンギンスミス

「親睦の充実」「出席率の向上」
について

飯能ＲＣ

会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率
前々回修正
出　席　率

５７名 ５１名６名 ８５．７１％ ８７．７２％８９．４７％

今牧晋一様

卓話 「薬物乱用は

　　　  ダメ。 ゼッタイ。」

埼玉県薬物乱用防止指導員

第２４１３　例会

１１月１７日（３、水）
当番　小崎君、小谷野君

神田敬文親睦活動委員長

小久保勝弘出席委員長



・点　鐘　半田会長

・ソング　手に手つないで�
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　　　　（日高）古本良子様　　　　　　

・パネルディスカッション�

　　　　　神田敬文親睦活動委員長

　　　　　小久保勝弘出席委員長

【会長報告】

　先月末で退会、理事会で名誉会員に推挙さ

れた細田（徳）ご夫妻より後程ご挨拶があります。

高輪での夜間例会、大勢のご出席に感謝申し

上げます。１０／２３、第２回会員増強セミナー

に矢島（高）委員長と私で出席。

【幹事報告】
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◇新所沢ＲＣ�
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・１１／２３（火） 休会（法定休日）�

◇新狭山ＲＣ�

・１１／２９（月）１１／２８（日）親睦旅行に振替

　　　　　　昇仙峡�

・１２／１３（月） 年末家族会�

・１２／２７（月） 例会取止（定款６―１―Ｃ）��

◇狭山中央ＲＣ�

・１１／２３（火） 例会取止（定款６―１―Ｃ）�

・１２／１４（火） 家族同伴年末家族会�
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・１／４ （火） 例会取止（定款６―１―Ｃ）��

・１／１８（火） 例会臨時変更

　　　　　　市内３ＲＣ新春合同例会�

◇入間ＲＣ�

・１１／１８（木）１１／１７～１８親睦旅行に振替�

・１２／１６（木） クリスマス家族会  点鐘１８：３０�

・１２／２３（木） 休会（法定休日）�

◇入間南ＲＣ�

・１１／１６（火） ガバナー公式訪問

・１１／２３（火） 例会取止（定款６―１―Ｃ）�

・１２／１９（日） 創立２０周年記念祝賀会

　　　フォーシーズンズホテル椿山荘　東京�

・１２／２１（火） 創立２０周年記念祝賀会に振替�

・１２／２８（火） 例会取止（定款６―１―Ｃ）�

・１／４ （火） 例会取止（定款６―１―Ｃ）�

◇日高ＲＣ�

・１１／２３（火） 例会取消（法定休日）

・１２／２１（火） 年末家族会（移動例会）�

・１２／２８（火） 例会取消（定款により）�

【委員会報告】

◎親睦活動委員会　　　   　　　  神田（敬）君

　夜間例会、有難うございました。記念になる

かと思い、写真を配布しました。お納め下さい。

◎国際奉仕委員会　　　　　　　  吉田（健）君

　１１／２５からの東清州ＲＣ訪問の参加者数

は夫人３名を含む１２名です。ガバナーより

来年５／２１～２５ニューオーリンズＲＩ国際

大会の案内。３８万円７日間のツアー企画も

付いています。

◎ロータリー財団委員会　　　　  吉田（武）君

　１１／１０卓話講師戸田一誠様は第２５８０地区

パストガバナー。内容はＢＯＸに入れました。

ＲＩ評議員等をされた方です。

◎会員増強委員会　　　　　　　  矢島（高）君

　１０／２３（土）嵐山・国立女性教育会館、第２

回クラブ奉仕部門・会員増強セミナーに会長

と参加。加藤玄静パストガバナーの基調講演

後、７グループに分かれ、増強に関する問題点

等話し合いました。地区では今年度２８名の増。

飯能は一歩後退しています。「入会ご紹介書」

を配布。因みに日高ＲＣは５名増。是非ご協力

をお願い致します。

◎雑誌委員会　　　　　　　　　　　島田君

「友」１０月号の紹介。職業奉仕月間の特集。

Ｐ６、深川氏（伊丹ＲＣ）の記事より「社員を

大事にしない企業は絶対に栄えることはない

／企業経営は役割分担」。佐藤先生という方の

事例紹介。「賄賂の授受で信用失墜／約束＝時

間を守ること／余裕があれば慈善事業も／賄

賂の横行しない健全な社会、公正な自由競争

社会の実現を目指す／ロータリアンは組織の

頂点に立ってリーダーシップを発揮／常に社

会的弱者に対する思いやりの心を」等、ご一

読お願いします。

【出席報告】無断欠席なし

【Ｍ　　Ｕ】

１０／２３（ガバナー）半田君、矢島（高）君

１０／２５（池袋西）中里（昌）君

１０／２６（日高）山川君

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・久し振りにおじゃま致します。よろしくお

　願い致します。　　　（日高）古本良子様�

・古本さん、ようこそ飯能へ。いつもお世話

　になります。　　　　  中里（忠）君、田辺君�

・退会に当り、長い事お世話になりました。

　　　　　　　　　　　細田徳二郎名誉会員�

・先週の高輪での夜間例会、お陰様で盛会裏

　に終わることが出来ました。感謝申し上げ

　ます。　　　　　半田君、安藤君、吉島君

　　　　　　　　　　　　　和泉君、田辺君�

・本日６時より戸張捷さんのフォーラムがあ

　ります。皆様のご出席お待ちしております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　新井君�

・細田徳二郎さん、長い間大変ご苦労様でした。

　　　　　　　　　　　　　　森君、山川君�

・細田徳二郎先輩、長い間本当にお世話にな

　りました。名誉会員として引き続きお願い

　しますとともに、益々のご健勝をご祈念申

　し上げます。　　　　　会長以下有志一同�

・妻への花束、有難うございます。　雨間君�

・先々週、欠席しました。　　　　　丸山君�

・早退。　　　　　　　  細田（伴）君、小川君�

本日計１５４，０００円、累計額５５９，６２２円。

◎１０日例会当番は北田会員、木川会員です。�

◎細田徳二郎名誉会員

　ご挨拶�

　退会のご挨拶に参上し

て、このような場を作っ

て頂き誠に有難うござい

ます。兼ねてから突発性

難聴という病も得て、雑

音の多いところは苦手に

なり、夜間例会や他クラ

ブの催し物は欠席をして申し訳なく思ってお

りました。私が退会すると家内も奥様方との

交流がなくなり寂しいのではと思っておりま

すが、やむを得ないと判断し、ここで退会を

させて頂くことになりました。

　４５周年の時、いろいろお話をしましたけれ

ども、振り返ってみますと、ロータリーに入

った時、１９６４年７月２２日ですが、第１回の

例会からずっと今まで、４６年４か月になり

ますけれども、会員として、皆様の支えもあ

りまして、大過なくここまで参りました。入

りたては、我々庶民から見ますと、神守ガバ

ナー、竹田宮、松方様と、３代ですが、“超

偉い人”という感じの方から直接質問された

り等して指導して頂きました。ロータリーで

なければ交われない方々、「ロータリーっての

は凄いな」と身震いするようなさまでありま

した。時は流れ、ＲＣも変化して来ました。

女性会員、飯能の２つ目のクラブ等、いろい

ろ問題になりました。会員が増え、地区も変

化し、東京が抜け埼玉千葉となり、埼玉１つ

になって、現在は荒川を境に２地区に分かれ

ました。ＲＣもこのままでいいのか。皆さん

で知恵を出して発展していくことだろうと、

私は思っております。

　最後に、奥様方よりご交誼を頂いた家内か

らひと言だけお話があるようです。また、倅

に“その気”が出た時には、またいろいろとご

指導願いたいと考えております。

　皆様のご清祥、クラブの発展を祈念致しま

して、退会のご挨拶とします。誠に有難うご

ざいました。

◎半田会長／記念品の「楯」と花束の贈呈

◎森パスト会長／「楯」“魁（さきがけ）”について

“先に立って事を成す”、英語ではｉｎｉｔｉａｔｉｖｅ。

「魁（かい）」は頭（かしら）、ｂｏｓｓとも解釈出来

ます。細田さんはボスに相応しいような容貌

をしておられ、贈る言葉として最適ではと思

っております。一つの歴史が終わり、これか

らまた一つの歴史が始まります。今後も健康

に留意され、ご夫婦共々いつまでもＲＣの前

途を見守って頂ければ幸いです。長い間有難

うございました。

【パネルディスカッション】

◎進行　　　　　  矢島（巌）クラブ奉仕委員長

　今日のパネリストは夫々、飯能ＪＣ第１１代、

第２１代目理事長です。私の会長年度に入会

され、５年未満。古い会員の方からは「違う

んじゃないか」ということもあろうかと思い

ますが、その点も加味しながらお聴き頂きた

い。趣旨は、会長の年度目標について本音を

含む抱負を語って頂くことです。

◎ＲＣにおいて一番大事なことは例会出席。
　出席率向上のためのお考えは？
小久保●出席は義務ではなく権利であるべき。

委員会としては義務的と言わざるを得ない。

《例会》は「人生の道場」、自己修練の場。年齢、

職業の違った人の集まりで、勉強になる。情

報交換、親睦、友情を育む場。折角の権利を

欠席では勿体ない。先ず無届欠席を無くすこ

と。８月の例会での田辺ＳＡＡの「本日の例

会は無届欠席はありませんでした」が１つの

ヒントになった。９月第１例会に欠席届を配

布する。有難いＭＵ制度（例会の前後１４日

間）の利用をお願いしたい。気掛かりなのは

移動例会の出席率。「ＭＵ先のクラブ」を調べ

るのでお申し付け願いたい。ＭＵツアーの企

画もある。

◎ＲＣは人材の森。宝を持ち寄り切磋琢磨す
　ることが親睦の真髄。単に酒を飲んだり
　バス旅行だけが親睦ではない。
　「充実」とは？�
神田（敬）●小谷野、馬場委員長の下、親睦活

動委員として２年間携わった事が礎となった。

ｆｅｌｌｏｗｓｈｉｐを「親睦」と訳したのが間違いで、

本来「友情」「友愛」。ｌｏｖｅとも違う奥深い意

味がある。フランス革命のスローガン「自由・

平等・友愛」から採ったもの。自分のいいと

ころを例会に持ち寄り、研鑽を積む、友情を

深める、それが親睦を図るということだと考

えている。それを手助けするのが私達の委員会。

「親睦」と「親睦活動」とが一緒くたになってし

まっている。「親睦（友愛）」を図る、築き上げ

るものの中の１つに「親睦活動」がある。それ

は飲む場やコンペ、旅行等の機会を作る事。

そちらばかり捉えられる事が多いが、より良い、

より深い親睦が図れるよう「親睦活動」を進め

ていきたい。配属される委員に若い人が多い

のは、設営を通して皆といち早く親睦を図れ

るように、という事ではないか。「親睦」の充

実のため、「親睦活動」を頑張りたい。

◎例会では何をすることが期待されているか。
　服装、例会時間は？�
小久保●例会は自己研鑽、幅広い知識を得る

場。昨年秋に体調を崩し辞めようか迷ってい

た時、例会で励ましを頂く。体調も戻り素晴

らしい仲間に会えた事に今も感謝している。

　服装は最低限の身だしなみで、時間は今ま

で通りで良いと思う。

◎親睦と奉仕は車の両輪。
　どうしたら楽しいロータリーになるか？�
神田（敬）●私はこれまで楽しく過ごしてきた。

根本は、自分の企業が安定していて、ここに

出てくる事が友情を深めるものでなければい

けない。ドイツの詩人が「友情は楽しみを２

倍にして苦しみを半分にする」と言ったが、

まさしくそれだと思う。例会で切磋琢磨、自

己研鑽を積んで、最終的に奉仕の心が育まれ、

地域に還元出来ればと感じる。「楽しかった」

と思われるよう努力して参りたい。

◎飯能という地域に根ざした、地域に愛され、
　信頼されるＲＣになるには？�
小久保●４５年の歴史もあり、それなりに信

頼されている。ただ、もう少し地域や市民に

向いた事業展開、所謂“Ｉ　ｓｅｒｖｅ”ではなく、

“Ｗｅ　ｓｅｒｖｅ”もいいのかなと思う。

神田（敬）●ＰＲを進めたい。

小久保●過去５年間の平均出席率は８９．２９％。

９０％以上の年は無い。地区平均より４％程

高いが９０％を目指したい。ＭＵのお手伝い

をさせて頂きたい。

◎まとめ　　　　　　　　　　　　半田会長

　今日も無届欠席はゼロ。私はＲＣ入会の時、

当時の会長と推薦者から「ＪＣは続かなかっ

たが今度はしっかりせよ」と言われ、以来、

出席１００％を堅持。出席は全然苦にならず

普通の事になっている。９０％ではなく１００％

を目指してやって頂きたい。トップとして職

場に戻れば、皆、自分の言う事が大体通るが、

ここではそうは行かない。良い修養の場では

なかろうか。ＰＲも大事だが、先ずはこの中

での友情があって、それから次に行くのでは

ないか。親睦旅行の個人負担が２万５千円程

度で、相当額をクラブ負担にするところもあ

る。先ず自分達の繋がりを重んじたら良いの

ではないか。飯能では新入会員は親睦活動に

配属される。他クラブに多い、入会２年程で

辞める人が飯能には居ない。注目される点だ

と思う。

飯能ロータリークラブ会報

晴

当 番 加藤君、神田（康）君

地域を育み、大陸をつなぐ

職業奉仕月間・米山月間

利 他 の 心 で 行 動 し よ う

半　　　田　　　　　武 和泉由起夫

例会場：マロウドイン飯能

西　　川　　武　重　郎

レイ・クリンギンスミス

「親睦の充実」「出席率の向上」
について

飯能ＲＣ

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％

今牧晋一様

卓話 「薬物乱用は

　　　  ダメ。 ゼッタイ。」

埼玉県薬物乱用防止指導員

第２４１３　例会

１１月１７日（３、水）
当番　小崎君、小谷野君

神田敬文親睦活動委員長

小久保勝弘出席委員長



・点　鐘　半田会長

・ソング　手に手つないで�

・ビジター　細田徳二郎名誉会員�　智子令夫人

　　　　（日高）古本良子様　　　　　　

・パネルディスカッション�

　　　　　神田敬文親睦活動委員長

　　　　　小久保勝弘出席委員長

【会長報告】

　先月末で退会、理事会で名誉会員に推挙さ

れた細田（徳）ご夫妻より後程ご挨拶があります。

高輪での夜間例会、大勢のご出席に感謝申し

上げます。１０／２３、第２回会員増強セミナー

に矢島（高）委員長と私で出席。

【幹事報告】

・１１月ロータリーレート　１＄＝８２円

◎例会変更のお知らせ�

◇所沢中央ＲＣ�

・１１／１５（月） 振替休会（１１／８合同例会）�

・１２／２０（月） 振替休会（１２／１８忘年会）�

・１２／２７（月） 例会取止（定款６―１―Ｃ）�

◇所沢ＲＣ�

・１１／１６（火） 通常例会�

・１１／２３（火） 休会（法定休日）�

・１２／２１（火）１２／１７（金）クリスマス会に振替

　　　　　　東京ディズニーシー�

・１２／２８（火） 休会（定款第６条）�

◇新所沢ＲＣ�

・１１／１６（火） 移動例会�

・１１／２３（火） 休会（法定休日）�

◇新狭山ＲＣ�

・１１／２９（月）１１／２８（日）親睦旅行に振替

　　　　　　昇仙峡�

・１２／１３（月） 年末家族会�

・１２／２７（月） 例会取止（定款６―１―Ｃ）��

◇狭山中央ＲＣ�

・１１／２３（火） 例会取止（定款６―１―Ｃ）�

・１２／１４（火） 家族同伴年末家族会�

・１２／２８（火） 例会取止（定款６―１―Ｃ）�

・１／４ （火） 例会取止（定款６―１―Ｃ）��

・１／１８（火） 例会臨時変更

　　　　　　市内３ＲＣ新春合同例会�

◇入間ＲＣ�

・１１／１８（木）１１／１７～１８親睦旅行に振替�

・１２／１６（木） クリスマス家族会  点鐘１８：３０�

・１２／２３（木） 休会（法定休日）�

◇入間南ＲＣ�

・１１／１６（火） ガバナー公式訪問

・１１／２３（火） 例会取止（定款６―１―Ｃ）�

・１２／１９（日） 創立２０周年記念祝賀会

　　　フォーシーズンズホテル椿山荘　東京�

・１２／２１（火） 創立２０周年記念祝賀会に振替�

・１２／２８（火） 例会取止（定款６―１―Ｃ）�

・１／４ （火） 例会取止（定款６―１―Ｃ）�

◇日高ＲＣ�

・１１／２３（火） 例会取消（法定休日）

・１２／２１（火） 年末家族会（移動例会）�

・１２／２８（火） 例会取消（定款により）�

【委員会報告】

◎親睦活動委員会　　　   　　　  神田（敬）君

　夜間例会、有難うございました。記念になる

かと思い、写真を配布しました。お納め下さい。

◎国際奉仕委員会　　　　　　　  吉田（健）君

　１１／２５からの東清州ＲＣ訪問の参加者数

は夫人３名を含む１２名です。ガバナーより

来年５／２１～２５ニューオーリンズＲＩ国際

大会の案内。３８万円７日間のツアー企画も

付いています。

◎ロータリー財団委員会　　　　  吉田（武）君

　１１／１０卓話講師戸田一誠様は第２５８０地区

パストガバナー。内容はＢＯＸに入れました。

ＲＩ評議員等をされた方です。

◎会員増強委員会　　　　　　　  矢島（高）君

　１０／２３（土）嵐山・国立女性教育会館、第２

回クラブ奉仕部門・会員増強セミナーに会長

と参加。加藤玄静パストガバナーの基調講演

後、７グループに分かれ、増強に関する問題点

等話し合いました。地区では今年度２８名の増。

飯能は一歩後退しています。「入会ご紹介書」

を配布。因みに日高ＲＣは５名増。是非ご協力

をお願い致します。

◎雑誌委員会　　　　　　　　　　　島田君

「友」１０月号の紹介。職業奉仕月間の特集。

Ｐ６、深川氏（伊丹ＲＣ）の記事より「社員を

大事にしない企業は絶対に栄えることはない

／企業経営は役割分担」。佐藤先生という方の

事例紹介。「賄賂の授受で信用失墜／約束＝時

間を守ること／余裕があれば慈善事業も／賄

賂の横行しない健全な社会、公正な自由競争

社会の実現を目指す／ロータリアンは組織の

頂点に立ってリーダーシップを発揮／常に社

会的弱者に対する思いやりの心を」等、ご一

読お願いします。

【出席報告】無断欠席なし

【Ｍ　　Ｕ】

１０／２３（ガバナー）半田君、矢島（高）君

１０／２５（池袋西）中里（昌）君

１０／２６（日高）山川君

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・久し振りにおじゃま致します。よろしくお

　願い致します。　　　（日高）古本良子様�

・古本さん、ようこそ飯能へ。いつもお世話

　になります。　　　　  中里（忠）君、田辺君�

・退会に当り、長い事お世話になりました。

　　　　　　　　　　　細田徳二郎名誉会員�

・先週の高輪での夜間例会、お陰様で盛会裏

　に終わることが出来ました。感謝申し上げ

　ます。　　　　　半田君、安藤君、吉島君

　　　　　　　　　　　　　和泉君、田辺君�

・本日６時より戸張捷さんのフォーラムがあ

　ります。皆様のご出席お待ちしております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　新井君�

・細田徳二郎さん、長い間大変ご苦労様でした。

　　　　　　　　　　　　　　森君、山川君�

・細田徳二郎先輩、長い間本当にお世話にな

　りました。名誉会員として引き続きお願い

　しますとともに、益々のご健勝をご祈念申

　し上げます。　　　　　会長以下有志一同�

・妻への花束、有難うございます。　雨間君�

・先々週、欠席しました。　　　　　丸山君�

・早退。　　　　　　　  細田（伴）君、小川君�

本日計１５４，０００円、累計額５５９，６２２円。

◎１０日例会当番は北田会員、木川会員です。�

◎細田徳二郎名誉会員

　ご挨拶�

　退会のご挨拶に参上し

て、このような場を作っ

て頂き誠に有難うござい

ます。兼ねてから突発性

難聴という病も得て、雑

音の多いところは苦手に

なり、夜間例会や他クラ

ブの催し物は欠席をして申し訳なく思ってお

りました。私が退会すると家内も奥様方との

交流がなくなり寂しいのではと思っておりま

すが、やむを得ないと判断し、ここで退会を

させて頂くことになりました。

　４５周年の時、いろいろお話をしましたけれ

ども、振り返ってみますと、ロータリーに入

った時、１９６４年７月２２日ですが、第１回の

例会からずっと今まで、４６年４か月になり

ますけれども、会員として、皆様の支えもあ

りまして、大過なくここまで参りました。入

りたては、我々庶民から見ますと、神守ガバ

ナー、竹田宮、松方様と、３代ですが、“超

偉い人”という感じの方から直接質問された

り等して指導して頂きました。ロータリーで

なければ交われない方々、「ロータリーっての

は凄いな」と身震いするようなさまでありま

した。時は流れ、ＲＣも変化して来ました。

女性会員、飯能の２つ目のクラブ等、いろい

ろ問題になりました。会員が増え、地区も変

化し、東京が抜け埼玉千葉となり、埼玉１つ

になって、現在は荒川を境に２地区に分かれ

ました。ＲＣもこのままでいいのか。皆さん

で知恵を出して発展していくことだろうと、

私は思っております。

　最後に、奥様方よりご交誼を頂いた家内か

らひと言だけお話があるようです。また、倅

に“その気”が出た時には、またいろいろとご

指導願いたいと考えております。

　皆様のご清祥、クラブの発展を祈念致しま

して、退会のご挨拶とします。誠に有難うご

ざいました。

◎半田会長／記念品の「楯」と花束の贈呈

◎森パスト会長／「楯」“魁（さきがけ）”について

“先に立って事を成す”、英語ではｉｎｉｔｉａｔｉｖｅ。

「魁（かい）」は頭（かしら）、ｂｏｓｓとも解釈出来

ます。細田さんはボスに相応しいような容貌

をしておられ、贈る言葉として最適ではと思

っております。一つの歴史が終わり、これか

らまた一つの歴史が始まります。今後も健康

に留意され、ご夫婦共々いつまでもＲＣの前

途を見守って頂ければ幸いです。長い間有難

うございました。

【パネルディスカッション】

◎進行　　　　　  矢島（巌）クラブ奉仕委員長

　今日のパネリストは夫々、飯能ＪＣ第１１代、

第２１代目理事長です。私の会長年度に入会

され、５年未満。古い会員の方からは「違う

んじゃないか」ということもあろうかと思い

ますが、その点も加味しながらお聴き頂きた

い。趣旨は、会長の年度目標について本音を

含む抱負を語って頂くことです。

◎ＲＣにおいて一番大事なことは例会出席。
　出席率向上のためのお考えは？
小久保●出席は義務ではなく権利であるべき。

委員会としては義務的と言わざるを得ない。

《例会》は「人生の道場」、自己修練の場。年齢、

職業の違った人の集まりで、勉強になる。情

報交換、親睦、友情を育む場。折角の権利を

欠席では勿体ない。先ず無届欠席を無くすこ

と。８月の例会での田辺ＳＡＡの「本日の例

会は無届欠席はありませんでした」が１つの

ヒントになった。９月第１例会に欠席届を配

布する。有難いＭＵ制度（例会の前後１４日

間）の利用をお願いしたい。気掛かりなのは

移動例会の出席率。「ＭＵ先のクラブ」を調べ

るのでお申し付け願いたい。ＭＵツアーの企

画もある。

◎ＲＣは人材の森。宝を持ち寄り切磋琢磨す
　ることが親睦の真髄。単に酒を飲んだり
　バス旅行だけが親睦ではない。
　「充実」とは？�
神田（敬）●小谷野、馬場委員長の下、親睦活

動委員として２年間携わった事が礎となった。

ｆｅｌｌｏｗｓｈｉｐを「親睦」と訳したのが間違いで、

本来「友情」「友愛」。ｌｏｖｅとも違う奥深い意

味がある。フランス革命のスローガン「自由・

平等・友愛」から採ったもの。自分のいいと

ころを例会に持ち寄り、研鑽を積む、友情を

深める、それが親睦を図るということだと考

えている。それを手助けするのが私達の委員会。

「親睦」と「親睦活動」とが一緒くたになってし

まっている。「親睦（友愛）」を図る、築き上げ

るものの中の１つに「親睦活動」がある。それ

は飲む場やコンペ、旅行等の機会を作る事。

そちらばかり捉えられる事が多いが、より良い、

より深い親睦が図れるよう「親睦活動」を進め

ていきたい。配属される委員に若い人が多い

のは、設営を通して皆といち早く親睦を図れ

るように、という事ではないか。「親睦」の充

実のため、「親睦活動」を頑張りたい。

◎例会では何をすることが期待されているか。
　服装、例会時間は？�
小久保●例会は自己研鑽、幅広い知識を得る

場。昨年秋に体調を崩し辞めようか迷ってい

た時、例会で励ましを頂く。体調も戻り素晴

らしい仲間に会えた事に今も感謝している。

　服装は最低限の身だしなみで、時間は今ま

で通りで良いと思う。

◎親睦と奉仕は車の両輪。
　どうしたら楽しいロータリーになるか？�
神田（敬）●私はこれまで楽しく過ごしてきた。

根本は、自分の企業が安定していて、ここに

出てくる事が友情を深めるものでなければい

けない。ドイツの詩人が「友情は楽しみを２

倍にして苦しみを半分にする」と言ったが、

まさしくそれだと思う。例会で切磋琢磨、自

己研鑽を積んで、最終的に奉仕の心が育まれ、

地域に還元出来ればと感じる。「楽しかった」

と思われるよう努力して参りたい。

◎飯能という地域に根ざした、地域に愛され、
　信頼されるＲＣになるには？�
小久保●４５年の歴史もあり、それなりに信

頼されている。ただ、もう少し地域や市民に

向いた事業展開、所謂“Ｉ　ｓｅｒｖｅ”ではなく、

“Ｗｅ　ｓｅｒｖｅ”もいいのかなと思う。

神田（敬）●ＰＲを進めたい。

小久保●過去５年間の平均出席率は８９．２９％。

９０％以上の年は無い。地区平均より４％程

高いが９０％を目指したい。ＭＵのお手伝い

をさせて頂きたい。

◎まとめ　　　　　　　　　　　　半田会長

　今日も無届欠席はゼロ。私はＲＣ入会の時、

当時の会長と推薦者から「ＪＣは続かなかっ

たが今度はしっかりせよ」と言われ、以来、

出席１００％を堅持。出席は全然苦にならず

普通の事になっている。９０％ではなく１００％

を目指してやって頂きたい。トップとして職

場に戻れば、皆、自分の言う事が大体通るが、

ここではそうは行かない。良い修養の場では

なかろうか。ＰＲも大事だが、先ずはこの中

での友情があって、それから次に行くのでは

ないか。親睦旅行の個人負担が２万５千円程

度で、相当額をクラブ負担にするところもあ

る。先ず自分達の繋がりを重んじたら良いの

ではないか。飯能では新入会員は親睦活動に

配属される。他クラブに多い、入会２年程で

辞める人が飯能には居ない。注目される点だ

と思う。

飯能ロータリークラブ会報

晴

当 番 加藤君、神田（康）君

地域を育み、大陸をつなぐ

職業奉仕月間・米山月間

利 他 の 心 で 行 動 し よ う

半　　　田　　　　　武 和泉由起夫

例会場：マロウドイン飯能

西　　川　　武　重　郎

レイ・クリンギンスミス

「親睦の充実」「出席率の向上」
について

飯能ＲＣ

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％

今牧晋一様

卓話 「薬物乱用は

　　　  ダメ。 ゼッタイ。」

埼玉県薬物乱用防止指導員

第２４１３　例会

１１月１７日（３、水）
当番　小崎君、小谷野君

神田敬文親睦活動委員長

小久保勝弘出席委員長



・点　鐘　半田会長

・ソング　手に手つないで�

・ビジター　細田徳二郎名誉会員�　智子令夫人

　　　　（日高）古本良子様　　　　　　

・パネルディスカッション�

　　　　　神田敬文親睦活動委員長

　　　　　小久保勝弘出席委員長

【会長報告】

　先月末で退会、理事会で名誉会員に推挙さ

れた細田（徳）ご夫妻より後程ご挨拶があります。

高輪での夜間例会、大勢のご出席に感謝申し

上げます。１０／２３、第２回会員増強セミナー

に矢島（高）委員長と私で出席。

【幹事報告】

・１１月ロータリーレート　１＄＝８２円

◎例会変更のお知らせ�

◇所沢中央ＲＣ�

・１１／１５（月） 振替休会（１１／８合同例会）�

・１２／２０（月） 振替休会（１２／１８忘年会）�

・１２／２７（月） 例会取止（定款６―１―Ｃ）�

◇所沢ＲＣ�

・１１／１６（火） 通常例会�

・１１／２３（火） 休会（法定休日）�

・１２／２１（火）１２／１７（金）クリスマス会に振替

　　　　　　東京ディズニーシー�

・１２／２８（火） 休会（定款第６条）�

◇新所沢ＲＣ�

・１１／１６（火） 移動例会�

・１１／２３（火） 休会（法定休日）�

◇新狭山ＲＣ�

・１１／２９（月）１１／２８（日）親睦旅行に振替

　　　　　　昇仙峡�

・１２／１３（月） 年末家族会�

・１２／２７（月） 例会取止（定款６―１―Ｃ）��

◇狭山中央ＲＣ�

・１１／２３（火） 例会取止（定款６―１―Ｃ）�

・１２／１４（火） 家族同伴年末家族会�

・１２／２８（火） 例会取止（定款６―１―Ｃ）�

・１／４ （火） 例会取止（定款６―１―Ｃ）��

・１／１８（火） 例会臨時変更

　　　　　　市内３ＲＣ新春合同例会�

◇入間ＲＣ�

・１１／１８（木）１１／１７～１８親睦旅行に振替�

・１２／１６（木） クリスマス家族会  点鐘１８：３０�

・１２／２３（木） 休会（法定休日）�

◇入間南ＲＣ�

・１１／１６（火） ガバナー公式訪問

・１１／２３（火） 例会取止（定款６―１―Ｃ）�

・１２／１９（日） 創立２０周年記念祝賀会

　　　フォーシーズンズホテル椿山荘　東京�

・１２／２１（火） 創立２０周年記念祝賀会に振替�

・１２／２８（火） 例会取止（定款６―１―Ｃ）�

・１／４ （火） 例会取止（定款６―１―Ｃ）�

◇日高ＲＣ�

・１１／２３（火） 例会取消（法定休日）

・１２／２１（火） 年末家族会（移動例会）�

・１２／２８（火） 例会取消（定款により）�

【委員会報告】

◎親睦活動委員会　　　   　　　  神田（敬）君

　夜間例会、有難うございました。記念になる

かと思い、写真を配布しました。お納め下さい。

◎国際奉仕委員会　　　　　　　  吉田（健）君

　１１／２５からの東清州ＲＣ訪問の参加者数

は夫人３名を含む１２名です。ガバナーより

来年５／２１～２５ニューオーリンズＲＩ国際

大会の案内。３８万円７日間のツアー企画も

付いています。

◎ロータリー財団委員会　　　　  吉田（武）君

　１１／１０卓話講師戸田一誠様は第２５８０地区

パストガバナー。内容はＢＯＸに入れました。

ＲＩ評議員等をされた方です。

◎会員増強委員会　　　　　　　  矢島（高）君

　１０／２３（土）嵐山・国立女性教育会館、第２

回クラブ奉仕部門・会員増強セミナーに会長

と参加。加藤玄静パストガバナーの基調講演

後、７グループに分かれ、増強に関する問題点

等話し合いました。地区では今年度２８名の増。

飯能は一歩後退しています。「入会ご紹介書」

を配布。因みに日高ＲＣは５名増。是非ご協力

をお願い致します。

◎雑誌委員会　　　　　　　　　　　島田君

「友」１０月号の紹介。職業奉仕月間の特集。

Ｐ６、深川氏（伊丹ＲＣ）の記事より「社員を

大事にしない企業は絶対に栄えることはない

／企業経営は役割分担」。佐藤先生という方の

事例紹介。「賄賂の授受で信用失墜／約束＝時

間を守ること／余裕があれば慈善事業も／賄

賂の横行しない健全な社会、公正な自由競争

社会の実現を目指す／ロータリアンは組織の

頂点に立ってリーダーシップを発揮／常に社

会的弱者に対する思いやりの心を」等、ご一

読お願いします。

【出席報告】無断欠席なし

【Ｍ　　Ｕ】

１０／２３（ガバナー）半田君、矢島（高）君

１０／２５（池袋西）中里（昌）君

１０／２６（日高）山川君

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・久し振りにおじゃま致します。よろしくお

　願い致します。　　　（日高）古本良子様�

・古本さん、ようこそ飯能へ。いつもお世話

　になります。　　　　  中里（忠）君、田辺君�

・退会に当り、長い事お世話になりました。

　　　　　　　　　　　細田徳二郎名誉会員�

・先週の高輪での夜間例会、お陰様で盛会裏

　に終わることが出来ました。感謝申し上げ

　ます。　　　　　半田君、安藤君、吉島君

　　　　　　　　　　　　　和泉君、田辺君�

・本日６時より戸張捷さんのフォーラムがあ

　ります。皆様のご出席お待ちしております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　新井君�

・細田徳二郎さん、長い間大変ご苦労様でした。

　　　　　　　　　　　　　　森君、山川君�

・細田徳二郎先輩、長い間本当にお世話にな

　りました。名誉会員として引き続きお願い

　しますとともに、益々のご健勝をご祈念申

　し上げます。　　　　　会長以下有志一同�

・妻への花束、有難うございます。　雨間君�

・先々週、欠席しました。　　　　　丸山君�

・早退。　　　　　　　  細田（伴）君、小川君�

本日計１５４，０００円、累計額５５９，６２２円。

◎１０日例会当番は北田会員、木川会員です。�

◎細田徳二郎名誉会員

　ご挨拶�

　退会のご挨拶に参上し

て、このような場を作っ

て頂き誠に有難うござい

ます。兼ねてから突発性

難聴という病も得て、雑

音の多いところは苦手に

なり、夜間例会や他クラ

ブの催し物は欠席をして申し訳なく思ってお

りました。私が退会すると家内も奥様方との

交流がなくなり寂しいのではと思っておりま

すが、やむを得ないと判断し、ここで退会を

させて頂くことになりました。

　４５周年の時、いろいろお話をしましたけれ

ども、振り返ってみますと、ロータリーに入

った時、１９６４年７月２２日ですが、第１回の

例会からずっと今まで、４６年４か月になり

ますけれども、会員として、皆様の支えもあ

りまして、大過なくここまで参りました。入

りたては、我々庶民から見ますと、神守ガバ

ナー、竹田宮、松方様と、３代ですが、“超

偉い人”という感じの方から直接質問された

り等して指導して頂きました。ロータリーで

なければ交われない方々、「ロータリーっての

は凄いな」と身震いするようなさまでありま

した。時は流れ、ＲＣも変化して来ました。

女性会員、飯能の２つ目のクラブ等、いろい

ろ問題になりました。会員が増え、地区も変

化し、東京が抜け埼玉千葉となり、埼玉１つ

になって、現在は荒川を境に２地区に分かれ

ました。ＲＣもこのままでいいのか。皆さん

で知恵を出して発展していくことだろうと、

私は思っております。

　最後に、奥様方よりご交誼を頂いた家内か

らひと言だけお話があるようです。また、倅

に“その気”が出た時には、またいろいろとご

指導願いたいと考えております。

　皆様のご清祥、クラブの発展を祈念致しま

して、退会のご挨拶とします。誠に有難うご

ざいました。

◎半田会長／記念品の「楯」と花束の贈呈

◎森パスト会長／「楯」“魁（さきがけ）”について

“先に立って事を成す”、英語ではｉｎｉｔｉａｔｉｖｅ。

「魁（かい）」は頭（かしら）、ｂｏｓｓとも解釈出来

ます。細田さんはボスに相応しいような容貌

をしておられ、贈る言葉として最適ではと思

っております。一つの歴史が終わり、これか

らまた一つの歴史が始まります。今後も健康

に留意され、ご夫婦共々いつまでもＲＣの前

途を見守って頂ければ幸いです。長い間有難

うございました。

【パネルディスカッション】

◎進行　　　　　  矢島（巌）クラブ奉仕委員長

　今日のパネリストは夫々、飯能ＪＣ第１１代、

第２１代目理事長です。私の会長年度に入会

され、５年未満。古い会員の方からは「違う

んじゃないか」ということもあろうかと思い

ますが、その点も加味しながらお聴き頂きた

い。趣旨は、会長の年度目標について本音を

含む抱負を語って頂くことです。

◎ＲＣにおいて一番大事なことは例会出席。
　出席率向上のためのお考えは？
小久保●出席は義務ではなく権利であるべき。

委員会としては義務的と言わざるを得ない。

《例会》は「人生の道場」、自己修練の場。年齢、

職業の違った人の集まりで、勉強になる。情

報交換、親睦、友情を育む場。折角の権利を

欠席では勿体ない。先ず無届欠席を無くすこ

と。８月の例会での田辺ＳＡＡの「本日の例

会は無届欠席はありませんでした」が１つの

ヒントになった。９月第１例会に欠席届を配

布する。有難いＭＵ制度（例会の前後１４日

間）の利用をお願いしたい。気掛かりなのは

移動例会の出席率。「ＭＵ先のクラブ」を調べ

るのでお申し付け願いたい。ＭＵツアーの企

画もある。

◎ＲＣは人材の森。宝を持ち寄り切磋琢磨す
　ることが親睦の真髄。単に酒を飲んだり
　バス旅行だけが親睦ではない。
　「充実」とは？�
神田（敬）●小谷野、馬場委員長の下、親睦活

動委員として２年間携わった事が礎となった。

ｆｅｌｌｏｗｓｈｉｐを「親睦」と訳したのが間違いで、

本来「友情」「友愛」。ｌｏｖｅとも違う奥深い意

味がある。フランス革命のスローガン「自由・

平等・友愛」から採ったもの。自分のいいと

ころを例会に持ち寄り、研鑽を積む、友情を

深める、それが親睦を図るということだと考

えている。それを手助けするのが私達の委員会。

「親睦」と「親睦活動」とが一緒くたになってし

まっている。「親睦（友愛）」を図る、築き上げ

るものの中の１つに「親睦活動」がある。それ

は飲む場やコンペ、旅行等の機会を作る事。

そちらばかり捉えられる事が多いが、より良い、

より深い親睦が図れるよう「親睦活動」を進め

ていきたい。配属される委員に若い人が多い

のは、設営を通して皆といち早く親睦を図れ

るように、という事ではないか。「親睦」の充

実のため、「親睦活動」を頑張りたい。

◎例会では何をすることが期待されているか。
　服装、例会時間は？�
小久保●例会は自己研鑽、幅広い知識を得る

場。昨年秋に体調を崩し辞めようか迷ってい

た時、例会で励ましを頂く。体調も戻り素晴

らしい仲間に会えた事に今も感謝している。

　服装は最低限の身だしなみで、時間は今ま

で通りで良いと思う。

◎親睦と奉仕は車の両輪。
　どうしたら楽しいロータリーになるか？�
神田（敬）●私はこれまで楽しく過ごしてきた。

根本は、自分の企業が安定していて、ここに

出てくる事が友情を深めるものでなければい

けない。ドイツの詩人が「友情は楽しみを２

倍にして苦しみを半分にする」と言ったが、

まさしくそれだと思う。例会で切磋琢磨、自

己研鑽を積んで、最終的に奉仕の心が育まれ、

地域に還元出来ればと感じる。「楽しかった」

と思われるよう努力して参りたい。

◎飯能という地域に根ざした、地域に愛され、
　信頼されるＲＣになるには？�
小久保●４５年の歴史もあり、それなりに信

頼されている。ただ、もう少し地域や市民に

向いた事業展開、所謂“Ｉ　ｓｅｒｖｅ”ではなく、

“Ｗｅ　ｓｅｒｖｅ”もいいのかなと思う。

神田（敬）●ＰＲを進めたい。

小久保●過去５年間の平均出席率は８９．２９％。

９０％以上の年は無い。地区平均より４％程

高いが９０％を目指したい。ＭＵのお手伝い

をさせて頂きたい。

◎まとめ　　　　　　　　　　　　半田会長

　今日も無届欠席はゼロ。私はＲＣ入会の時、

当時の会長と推薦者から「ＪＣは続かなかっ

たが今度はしっかりせよ」と言われ、以来、

出席１００％を堅持。出席は全然苦にならず

普通の事になっている。９０％ではなく１００％

を目指してやって頂きたい。トップとして職

場に戻れば、皆、自分の言う事が大体通るが、

ここではそうは行かない。良い修養の場では

なかろうか。ＰＲも大事だが、先ずはこの中

での友情があって、それから次に行くのでは

ないか。親睦旅行の個人負担が２万５千円程

度で、相当額をクラブ負担にするところもあ

る。先ず自分達の繋がりを重んじたら良いの

ではないか。飯能では新入会員は親睦活動に

配属される。他クラブに多い、入会２年程で

辞める人が飯能には居ない。注目される点だ

と思う。

飯能ロータリークラブ会報

晴

当 番 加藤君、神田（康）君

地域を育み、大陸をつなぐ

職業奉仕月間・米山月間

利 他 の 心 で 行 動 し よ う

半　　　田　　　　　武 和泉由起夫

例会場：マロウドイン飯能

西　　川　　武　重　郎

レイ・クリンギンスミス

「親睦の充実」「出席率の向上」
について

飯能ＲＣ

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％

今牧晋一様

卓話 「薬物乱用は

　　　  ダメ。 ゼッタイ。」

埼玉県薬物乱用防止指導員

第２４１３　例会

１１月１７日（３、水）
当番　小崎君、小谷野君

神田敬文親睦活動委員長

小久保勝弘出席委員長


