
・点　鐘　半田会長

・ソング　君が代　奉仕の理想�

・四つのテスト斉唱　前島職業奉仕委員�

・米山奨学生　ケオサワン・ラマイさん�

・卓　話　戸田一誠様�

【会長報告】

　ＲＩ財団より「２億＄チャレンジに貢献」と

のことで、飯能、川越、志木、入間、深谷、秩父、

熊谷、行田、行田さくらの９ＲＣに表彰状。

　１１／２１ライラデー（東松山）に吉澤新世代

委員長が出席。ＲＹＬＡとはＲＣが実施する若者

達のための研修プログラム。年齢は主に１４～

３０才。青少年への尊重や配慮を身をもって示す、

選ばれた青少年や潜在性を有する将来の指導

者に対し効果的な研修を与える、ということ

だそうです。１０／２７ベンチャーフォーラム（市

民会館）に吉島エレクトが出席。商工会議所

会頭が新井さんから中里昌平さんに変わった

とこのことです。本日１８時より旧むさし野に

て次年度役員指名委員会を開催します。

【幹事報告】

・ガバナー事務所より、奄美地方の豪雨災害

　義援金の依頼。目標数値はありませんが１

　人千円×会員数で承認。�

・ＩＭ登録料４千円の半額をクラブ負担、承認。

�・奥むさし駅伝競走大会、３万円協賛、承認。�

・駿河台大学日本語スピーチ＆餅つき大会、

　１万円協賛、承認。�

◎ 例会変更のお知らせ�

◇新所沢ＲＣ�
・１２／２１（火） 振替休会１２／１８（土）日帰りバス旅行忘年会�
・１２／２８（火） 例会取消（定款６―１―Ｃ）�
・ １／４  （火） 例会取消（定款６―１―Ｃ）��
・ １／１８（火） 移動例会　新年会�
・ ２／１５（火） 移動例会�

◎ラマイさんへ奨学金贈呈�

【委員会報告】
◎国際奉仕委員会　　　　　　　  吉田（健）君
　東清州ＲＣ訪問に多数のご参加を頂き有難
うございます。次週例会後に結団式を行いま
すので本日配布した請求書をご持参下さい。
◎親睦活動委員会　　　　　　　  中里（忠）君
　１２／１５（水）Ｘマス家族会、点鐘１８時、ヘリテ
イジリゾーツ飯能６Ｆホール。会費１万２千円。
ご家族１万円（１７才まで５千円）。申込み１２／１
まで。委員全員、体を張ってご接待致します。
◎親睦活動委員会　　　　　　　　　大崎君
　１１／１６（火）ゴルフコンペ「ドラコン」は全員対
象の部と７０才以上の部。注意事項は当日配布。
◎米山奨学カウンセラー　　　　　　萩野君
　１１／７（日）東松山の会議は出席者が３分の２
程。日にち設定が拙い。米山月間１０月初めにや
るべき。発言者の少ない点については、十数年
前、飯能の例会で「フライパンを買ってくれ」
という学友がいた。学友と雖もいろいろの問
題があることをご認識頂きたいと申し上げた。
◎山岸君�
　プログラム委員長時に上野村観光推進課長
をお呼びしましたが、上野村と飯能ケーブル
テレビとがテレビの協定を結ぶことになりま

した。上野村についての放映を是非ご覧下さい。
◎雑誌委員会　　　　　　　　　　　杉田君
「友」１１月号紹介。横組Ｐ１１、「ポストポリオ
症候群」初めて聞く言葉。縦組Ｐ２、ドイツと日
本の違いについて音楽家を通し短い文章です
が非常に興味深く書かれています。

【出席報告】無届け欠席なし

【Ｍ　　Ｕ】
１１／７（ガバナー）萩野君

【結婚・誕生日祝】（記念品の贈呈等は次週）
◇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
◇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平沼夫人、田辺夫人、
　２０齋藤夫人、２４大附夫人

【ＳＡＡ報告】
◎ ニコニコＢＯＸ�
・戸田一誠様、今日は遠い所お越し頂き有難うご
　ざいます。半田君、吉島君、安藤君、和泉君、田辺君�
・戸田様、本日はよろしくお願いします。
　　　　　　　　　　　  新井君、吉田（武）君�
・川越高校野球部ＯＢチームがマスターズ甲子園に出場 
　 します。１１／１４甲子園で熊本代表と試合です。  大野君�
・入会記念日祝、有難うございます。北田君
　山川君、市川（洋）君、大河原君、吉島君、小久保君�
・結婚・誕生日祝、有難うございます。市川（洋）君
　田辺君、新井君、和泉君、橋本君、島田君、雨間君
　土屋（崇）君、細田（吉）君、細田（伴）君、安藤君�
・誕生日祝、有難うございます。大崎君、大河原君、萩野君�
・妻の誕生日祝、有難うございます。細田（伴）君
　馬場君、新井君、平沼君、田辺君、齋藤君、大附君�
・遅刻。　　　　　　　　　　　  細田（伴）君�
・早退。　　　　　　　　　　　　　小川君�
本日計１０７，０００円、累計額６６６，６２２円。
◎１７日例会当番は小崎会員、小谷野会員です。

�【卓　　話】
講師紹介　　　 　　　　 吉田（武）ロータリー財団委員
　Ｓ１７年生まれ。学習院大学法学部、立正大学仏教学部、
卒業。８６年、東京練馬西ＲＣ会長。０３～０４年、第２５８０地区
ガバナー。０７、１０年、ＲＩ規定審議会地区代表議員。０９年、
第２７９０地区大会ＲＩ会長代理。入会以来、４１年間、無欠席。

「シェルターボックス」は、英国のロータリアンが開発
した、自然災害、非常災害時に、おそらく世界中で最も

素早く現地入りする救援物資
の１つです。開発に至った大
きな要素は彼がロータリアン
であったこと、そして海軍のレ
スキューメンバーだったこと。
海難事故等、さまざまな災害
に遭遇した経験が大いに影響
を与えたのではないか。
“　Ｈｅ　Ｐｒｏｆｉｔｓ　Ｍｏｓｔ
Ｗｈｏ　Ｓｅｒｖｅｓ　Ｂｅｓｔ（最も

よく奉仕する者、最も多く報いられる）”の「プロフィットっ
て何？」との質問にＰ・ハリスは「ドルでもセントでも
ない。それは人生における“Ｓｏｍｅｔｈｉｎｇ”なんだ」と
答えた。「数字」「物量」で置き換えられる問題じゃない
んだということをおそらく彼は言いたかったわけです。
ＲＣは単純に言ってしまうと、世界中で何か良い事を
しよう、良い事をしたい、という人々の集まり。良い事
をするためにどうしたらいいかと言うと「良い事をし
ようという心」が無ければ「良い事をしよう」というふ
うにはならないわけです。「良い事をしようという心」
を養うためには「親睦」が必要だということで、毎週の
例会を通じてお互いに胸襟を開きながら信頼関係を作
り上げていく…そこがＲＣの大変特徴的なところだろ
うと私は思っております。
　最近では１クラブ１分類５名までとなり、かつての
１業１会員制度が大きく崩れた。人間と人間との、深い
ところで結び付いた信頼関係という観点から見ると、
例えば今日の例会で「実はうちの会社、資金繰りが苦し
くて大変なんだ」という話を一寸したとすると、銀行や
信用金庫の支店長が何人も居て「あいつの会社、危ない
らしい…」ということがたちまち伝わって親睦も何も
無くなってしまう、という危険性もあるわけです。
　ルールの問題について言えば、殆どのＲＩの指摘は「推
奨」として伝えられるものであって「義務」ではない。「手
続要覧」の中にも、“ｉｓ”“ａｒｅ”で括られる表現について
は義務であるけれども“ｓｈｏｕｌｄ”“ｓｈａｌｌ”“ｍａｙ”で
表現される部分はあくまでも推奨だと規定されている。
クラブ運営に当たってはそういったところをきちんと
見て頂いて、合いそうもないものを無理やり採用する
必要はない、という認識を持って頂きたい。�
　ロータリーの「親睦」は居酒屋で肩を並べて「やあやあ」
というのを言っているのではない。「奉仕の理想」という、
同志的な結合による信頼感の証としての「フェローシ
ップ」を言っているのであって「フレンドシップ」とは
一寸違う。フェローシップの強い絆の中で、職業人とし
ての職業奉仕に力点を置く事はもちろんですが、その
成果としてどういった良い事が人々に対して出来るか
ということで英国人トム・ヘンダーソンが考えついた
のが、緊急避難用物資に特化した、このシェルターボッ
クス。箱の固有名詞であると同時にファンド・システム
でもあります。１０人家族が６か月間、復旧に目鼻が付
くまで生活することが出来るようになっています。価
格は４９０£（約６万５千円）。日本で行政から支給される
避難住宅に比べれば生活空間は貧しくはなりますが、
極めて安価に、たちどころに如何なる災害時にも運び
込むことが容易であるというところが優れた点であろ
うかと思います。昨年までのデータでは５０を超える国々
で発生した８０か所以上の被災地域に配布され大いに
役立ちました。「災害救援隊」が就いて、ボックス上陸と
同時に組み立て、利用方法の説明指導をする仕組みに
なっています。ご寄贈頂けると、日本の国旗、クラブ名、
ナンバーが入り、ＨＰから「今、何処に運ばれているか」
の検索も可能。３００名を超える「倉庫ボランティア」が
２４時間体制で準備に当たっております。
　シェルターボックスに対してのご理解とご協力が頂
ければ大変に有難いと思います。
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第２７９０地区大会ＲＩ会長代理。入会以来、４１年間、無欠席。

「シェルターボックス」は、英国のロータリアンが開発
した、自然災害、非常災害時に、おそらく世界中で最も

素早く現地入りする救援物資
の１つです。開発に至った大
きな要素は彼がロータリアン
であったこと、そして海軍のレ
スキューメンバーだったこと。
海難事故等、さまざまな災害
に遭遇した経験が大いに影響
を与えたのではないか。
“　Ｈｅ　Ｐｒｏｆｉｔｓ　Ｍｏｓｔ
Ｗｈｏ　Ｓｅｒｖｅｓ　Ｂｅｓｔ（最も

よく奉仕する者、最も多く報いられる）”の「プロフィットっ
て何？」との質問にＰ・ハリスは「ドルでもセントでも
ない。それは人生における“Ｓｏｍｅｔｈｉｎｇ”なんだ」と
答えた。「数字」「物量」で置き換えられる問題じゃない
んだということをおそらく彼は言いたかったわけです。
ＲＣは単純に言ってしまうと、世界中で何か良い事を
しよう、良い事をしたい、という人々の集まり。良い事
をするためにどうしたらいいかと言うと「良い事をし
ようという心」が無ければ「良い事をしよう」というふ
うにはならないわけです。「良い事をしようという心」
を養うためには「親睦」が必要だということで、毎週の
例会を通じてお互いに胸襟を開きながら信頼関係を作
り上げていく…そこがＲＣの大変特徴的なところだろ
うと私は思っております。
　最近では１クラブ１分類５名までとなり、かつての
１業１会員制度が大きく崩れた。人間と人間との、深い
ところで結び付いた信頼関係という観点から見ると、
例えば今日の例会で「実はうちの会社、資金繰りが苦し
くて大変なんだ」という話を一寸したとすると、銀行や
信用金庫の支店長が何人も居て「あいつの会社、危ない
らしい…」ということがたちまち伝わって親睦も何も
無くなってしまう、という危険性もあるわけです。
　ルールの問題について言えば、殆どのＲＩの指摘は「推
奨」として伝えられるものであって「義務」ではない。「手
続要覧」の中にも、“ｉｓ”“ａｒｅ”で括られる表現について
は義務であるけれども“ｓｈｏｕｌｄ”“ｓｈａｌｌ”“ｍａｙ”で
表現される部分はあくまでも推奨だと規定されている。
クラブ運営に当たってはそういったところをきちんと
見て頂いて、合いそうもないものを無理やり採用する
必要はない、という認識を持って頂きたい。�
　ロータリーの「親睦」は居酒屋で肩を並べて「やあやあ」
というのを言っているのではない。「奉仕の理想」という、
同志的な結合による信頼感の証としての「フェローシ
ップ」を言っているのであって「フレンドシップ」とは
一寸違う。フェローシップの強い絆の中で、職業人とし
ての職業奉仕に力点を置く事はもちろんですが、その
成果としてどういった良い事が人々に対して出来るか
ということで英国人トム・ヘンダーソンが考えついた
のが、緊急避難用物資に特化した、このシェルターボッ
クス。箱の固有名詞であると同時にファンド・システム
でもあります。１０人家族が６か月間、復旧に目鼻が付
くまで生活することが出来るようになっています。価
格は４９０£（約６万５千円）。日本で行政から支給される
避難住宅に比べれば生活空間は貧しくはなりますが、
極めて安価に、たちどころに如何なる災害時にも運び
込むことが容易であるというところが優れた点であろ
うかと思います。昨年までのデータでは５０を超える国々
で発生した８０か所以上の被災地域に配布され大いに
役立ちました。「災害救援隊」が就いて、ボックス上陸と
同時に組み立て、利用方法の説明指導をする仕組みに
なっています。ご寄贈頂けると、日本の国旗、クラブ名、
ナンバーが入り、ＨＰから「今、何処に運ばれているか」
の検索も可能。３００名を超える「倉庫ボランティア」が
２４時間体制で準備に当たっております。
　シェルターボックスに対してのご理解とご協力が頂
ければ大変に有難いと思います。

飯能ロータリークラブ会報

晴

当 番 北田君、木川君

地域を育み、大陸をつなぐ

ロ ー タ リ ー 財 団 月 間

利 他 の 心 で 行 動 し よ う

半　　　田　　　　　武 今年度  会報・広報担当：和泉由起夫

雨 間 保 弘馬 場 正 春

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

※１２月プログラムは次号に掲載。次週例会案内は省略。

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％

戸田一誠様
いち じょう

第２５８０地区パストガバナー

シェルターボックスに関する
　　　　　　プレゼンテーション


