
・点　鐘　吉島会長

・ソング　手に手つないで�

・卓　話　山口  茂様�

【会長報告】

　９／２０（火）地区ゴルフ大会（霞ヶ関）は私を含

め飯能から３名出席。翌日の例会は所用で欠席、

都内で台風に捕まり帰宅は夜中１２時半でした。

２２（木）石井先生が発起人の「森先生を偲ぶゴ

ルフ会」は会員２０名（森様を含め２１名）、懇親会

３４名の出席、有難うございました。

　書棚に、前原ＰＧ（桐生ＲＣ）著『ロータリー

入門書』がありました。入会時に資料として貰

ったものと思います。クラブによっては「例会

は月２回で良い」等、意見もあるようですが、

この本を読んで「例会」が大事と再認識しまし

た。ロータリーの始まった頃、シカゴは大不況

に向かう中で競争が激しかったのでしょう。

“１業種１人”の「例会」は大変リラックスする

１時間で、出席すれば平常心を取り戻し仕事

以外の事も考える余裕が出来る。会社に帰れ

ばその気持ちが従業員にも伝わって経営にも

プラスになる、といった意味があるのだとい

うことを改めて知りました。

　北田会員より９／１３付で退会届。慰留しま

したが本日退会。長いこと有難うございました。

【幹事報告】
・訃報：寺山栄一様〔細田（伴）年度地区ガバナー〕
　偲ぶ会１０／１１埼玉グランドホテル深谷�
・１０月ロータリーレート １＄＝７８円�
・１０／５（水）１１時半～役員会�

・週報：所沢中央、所沢東ＲＣ�
◎例会変更のお知らせ�
◇狭山中央ＲＣ�
・１０／１８（火）例会臨時変更１０／１５（土）地域交流
　フリーマーケット参加　９時～ 大生病院駐車場�
・１０／２５（火）ガバナー公式訪問�
・１１／１（火）例会臨時変更 家族同伴夜間例会
　マリンバ奏者・市川みどり様をお迎えしての卓話＆演奏会�
・１１／２２（火）１１／１９～２０地区大会に例会振替�
・１１／２９（火）例会臨時変更 家族同伴親睦旅行
　山梨方面１泊２日の旅�
◇所沢ＲＣ�
・１０／１８（火）例会振替１０／３０～３１親睦旅行�
・１１／１（火）ガバナー補佐訪問�
・１１／１５（火）ガバナー公式訪問�
・１１／２２（火）例会振替１１／１９～２０地区大会�
・１１／２９（火）移動例会  セレス所沢�

【委員会報告】

◎森先生を偲ぶ会ゴルフ　　　　　　石井君

　皆様のご協力で和やかに大成功に終わりま

した。シナリオを作って頂いたように、森先

生の息子さんが優勝、幹事の中里（忠）委員長

が２位、私が十数年ぶりの３９、４１。おそ

らく森先生があの世で「今日は良いスコアで

回してやろう」という事だったのだろうと思

います。有難うございました。

【出席報告】無断欠席なし　　　　　　増島君

【Ｍ　　Ｕ】

９／２７（日高）橋本君

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�
・飯能ＲＣ吉島一良会長様、本日の卓話依頼、大変有難う
　ございます。間邉元幸幹事様、先日は長時間お話頂き重
　ねてお礼申します。貴クラブの益々の御発展を御祈念
　致します。第２５７０地区クラブ奉仕部門委員長　

�・山口茂様ようこそ。本日は大変お忙しい中、

　有難うございます。　　　平沼君、吉島君

　　　　　　吉田（武）君、間邉君、土屋（崇）君�

・先日の森和夫先生のゴルフ、皆様のご協力により大成功

　にて終了致しました。有難うございました。     石井君�

・早退　　　　　　石井君、木川君、島田君�

本日計１５，０００円、累計額３３２，１１２円。

◎５日例会当番は田辺会員、高橋会員です。�

◎北田輔邦会員：退会の挨拶�
　Ｈ元年１１月入会時は加藤会員増強委員長、
細田（吉）会長でした。２２年に亘り皆様にお世話
になりながらクラブライフを楽しませて頂き
ました。明日７１回目の誕生日、元気なうちに
引かせて頂ければとご無理をお願いしました。
会社は代表を倅に譲り一兵卒として支えます。
長い間有難うございました。

【卓　　話】

講師紹介　　　　　　平沼クラブ奉仕委員長

　２００７―０８年、地区の会員増強委員。０８―０９年、

会員増強・維持強化委員。０９―１０年、１０―１１年、

会員増強委員長。１０―１１年、第５Ｇ・ＩＭ実行委員長。

（熊谷）カメラのコバヤシ代表取締役。国体１４回、

日本代表で国際大会４回出場。日本クレー射

撃協会関東地区選出理事。埼玉県クレー射撃

協会筆頭副会長。世界射撃連盟公認審判員。

「退会式（今までご苦労さん会）」を何故やらない

のかと去年から言い始めている。こちらで初

めて見せて頂き、素晴らしいと思いました。

北田会員、２２年間有難うございました。

　熊谷南は２７名、歴史も１５年と浅いが、私は

部門委員長です。人生とは不思議なものです。

生まれは山形県上山市、温泉の町。入会時は不

良会員で、出席率が悪い、ロータリーの内容が

分からない、食事だけ来れば良い。会社でも「何

も考えなくても良い、何も言わなくても良い、

黙って私の言う事をやれ」と完全なトップダ

ウン方式。ロータリーに入って何が変わったか。

合議制を採り、皆の意見を広く聴き、最後にイ

エス・ノーを決めるようになった。人間、変わ

れるのですね。「四つのテスト」が参考になり

ました。「綱領」も何度も何度も読み返し、質問

して暗記する程に入った。これが最初でした。

奉仕とは、損得を考えず、人のためになる事を

する事。クラブ奉仕＝クラブサービスです。

『友』７月号Ｐ５０「チャレンジからポテンシャルへ」

田中作次ＲＩ会長エレクトの受諾演説。インド、

日本と、この２年間でＲＩ

は大きく変わる可能性が

ある。今、ＲＩは増強と広

報を重要視しています。

矢島（巌）会長年度の増強

に興味があって私は一度

こちらにお伺いしました。

地区は１７３７名スタートで、

８月現在１７６６名です。

「今こそ奉仕の時！」と吉島会長が掲げられて

いますが、これが正に会長の「クラブ奉仕」。会

長としてクラブのためにどのようにしていこ

うかという事。「クラブ奉仕」とはクラブの機

能を充実させるために、クラブ内で会員が取

るべき行動に関わるもの（『手続要覧』）。“クラブ

サービス”とはクラブの為になる考え・行動で

あり、会員全員が出来る事、やるべき事なのです。

　ＲＩはロータリーの〈公共イメージ〉を高める

ため、広報委員会を設置しました。ロータリー

やライオンズの印象について、ツイッター上に

「（加入を検討中だが）お金持ちが自分の地位

や名誉、名声を高めたい、自身を誇示したいだ

けの活動にしか見えない」「地位や名誉、人柄

が（加入の）大切な条件のようだ」等の声も。

　また、地区で一番古いクラブにも女性会員

が居ません。世界の女性会員比率は１５％、ＲＩも

女性会員を増やそうとしています。１９７７年、

カリフォルニア州のクラブが女性を入会させ

ＲＩから除名されました。１９８７年、米国連邦裁

判所で、性別を理由にＲＣは女性の入会を拒否

出来ないという判決が出て、１９８９年、規定審

議会で「男性に限られる」の要件が削除されま

した。今、１８万人の女性会員が居ます。

〈クラブのビジョン作り〉アンケートで支持さ

れた上位項目◇明るく活気に満ちた組織・風土

◇親睦と友情を育む機会◇充実したロータリ

ーライフを享受し、満足度が高い。ロータリア

ンとしてクラブに求める事は今も昔も変わら

ない。ＲＣから得られるものを大いに活かし

て頂きたい。田中ＲＩ会長エレクトは新潟から

出てリヤカーで商売、英語も独学で学んだ方。

「チャレンジは最も重要な言葉…意欲を燃え

立たせ自分の力を最大限に引き出し更に多く

を成し遂げる事が出来る…強いクラブを作り

上げ人道的奉仕に一層の努力を傾けていく…」

「ロータリーがこれからも力強い組織であり

続けるためには質の高い会員が必要…そのた

めにも充実していて会員にとって意義のある

例会を一つ一つ積み重ねていく必要がある」

「一番幸せなのは良き友人に囲まれ喜びと共

に仕事し自分が持てるものに感謝し人を助け

る事の出来る人」。自分がクラブに対して何

が出来るか、何をしなければならないか、です。

　１９８２―８３年、日本から２人目のＲＩ会長・

向笠廣次氏は受諾スピーチで「５年間、ロー

タリー入会を誘われて断り続けたが、諦めな

いで誘い続けてくれた友に今は感謝」とおっ

しゃっています。

カルヤン・バネルジー

立 原 雅 夫

当 番 塩野君、土屋（良）君

こころの中を見つめよう　博愛を広げるために

新 世 代 の た め の 月 間
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第２４５９　例会
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当番　田辺君、高橋君

山口 茂様

これからのクラブ奉仕のあり方

（熊谷南ＲＣ）山口 茂様第２５７０地区クラブ奉仕部門委員長
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けの活動にしか見えない」「地位や名誉、人柄

が（加入の）大切な条件のようだ」等の声も。

　また、地区で一番古いクラブにも女性会員

が居ません。世界の女性会員比率は１５％、ＲＩも

女性会員を増やそうとしています。１９７７年、

カリフォルニア州のクラブが女性を入会させ

ＲＩから除名されました。１９８７年、米国連邦裁

判所で、性別を理由にＲＣは女性の入会を拒否

出来ないという判決が出て、１９８９年、規定審

議会で「男性に限られる」の要件が削除されま

した。今、１８万人の女性会員が居ます。

〈クラブのビジョン作り〉アンケートで支持さ

れた上位項目◇明るく活気に満ちた組織・風土

◇親睦と友情を育む機会◇充実したロータリ

ーライフを享受し、満足度が高い。ロータリア

ンとしてクラブに求める事は今も昔も変わら

ない。ＲＣから得られるものを大いに活かし

て頂きたい。田中ＲＩ会長エレクトは新潟から

出てリヤカーで商売、英語も独学で学んだ方。

「チャレンジは最も重要な言葉…意欲を燃え

立たせ自分の力を最大限に引き出し更に多く

を成し遂げる事が出来る…強いクラブを作り

上げ人道的奉仕に一層の努力を傾けていく…」

「ロータリーがこれからも力強い組織であり

続けるためには質の高い会員が必要…そのた

めにも充実していて会員にとって意義のある

例会を一つ一つ積み重ねていく必要がある」

「一番幸せなのは良き友人に囲まれ喜びと共

に仕事し自分が持てるものに感謝し人を助け

る事の出来る人」。自分がクラブに対して何

が出来るか、何をしなければならないか、です。

　１９８２―８３年、日本から２人目のＲＩ会長・

向笠廣次氏は受諾スピーチで「５年間、ロー

タリー入会を誘われて断り続けたが、諦めな

いで誘い続けてくれた友に今は感謝」とおっ

しゃっています。

カルヤン・バネルジー

立 原 雅 夫

当 番 塩野君、土屋（良）君

こころの中を見つめよう　博愛を広げるために

新 世 代 の た め の 月 間

＋ガンバレ！日本のロータリークラブ～継続できるロータリークラブとは～

吉 島 一 良 間 邉 元 幸

例会場：マロウドイン飯能

晴

※次週の例会案内は省略。

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％

飯能ロータリークラブ会報

卓話「すぐに役立つ中国語講座」

飯能市国際交流協会  会員

西村麗加様

第２４５９　例会
１０月５日（１、水）
当番　田辺君、高橋君

山口 茂様

これからのクラブ奉仕のあり方

（熊谷南ＲＣ）山口 茂様第２５７０地区クラブ奉仕部門委員長


