
・点　鐘　吉島会長

・ソング　手に手つないで�

・卓　話　神田滋夫様�

【会長報告】

　ライオンズ（ＬＣ）と青年会議所（ＪＣ）、ＲＣ

の現状について少し調べました。

　ＪＣも国際的組織で、１９１５年に米国セン

トルイスで誕生。日本のＪＣは１９５１年に誕生。

国内７０４か所、３万８０００人程のメンバー。世

界には１２４か国、１７万人。修練・奉仕・友情を

信条とし、より良い社会作りを目指す。入会

条件は２０～４０才、品格ある青年とあります。

　ＬＣは１９１７年、米国シカゴで、元ロータリア

ンであるメルビン・ジョーンズ氏の提唱で誕生。

１９５２年、マニラＬＣの支援で東京ＬＣが創立。

２００か国以上に４万５７４０クラブ、１３４万人の

メンバー。国内は３３１１クラブ、１０万９０００人。

ＲＣを上回っています。目的：自由を守り知性

を重んじ、我々の国の安全を図る。モットーは

ＷｅＳｅｒｖｅ．入会資格は、善良な特性の持ち主

で地域で声望を得ている人。企業人でなくて

も構わないという感じです。

　ＲＣ創立は１９０５年、東京は１９２０年。世界に

３万４０００クラブ、１２１万人程。国内２３０２クラブ、

８万８０００人程。ウェブ上の第三者的な見方では、

目的は職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕。ＬＣと比

較してＩＳｅｒｖｅ．入会条件では仕事をやって

いる人というのが違う点だと思っております。

【幹事報告】

・１１月ロータリーレート １＄＝７８円�

・１１／１（火）第６回夜間役員会のお知らせ配付。

　１８時：一ふじ。車はご遠慮願います。�

◎例会変更のお知らせ�

◇入間ＲＣ�

・１１／１７（木）１１／１９・２０地区大会に振替�

◇新所沢ＲＣ�

・１１／８（火）   振替休会を移動例会に変更�

【委員会報告】

◎社会奉仕委員会　　　　　　　  土屋（良）君

　（財）埼玉県腎・アイバンク協会より会報２２号。

ＲＣ会員の皆様にご一読をとの事です。

◎雑誌委員会　　　　　　　　　　　雨間君

「友」１０月号紹介。横組Ｐ１、ＲＩ会長、バンコク

で会いましょう。Ｐ８、親子孫三代に亘るロータ

リアン、甲府の高野氏。ＲＣの目的は職業奉仕

の推進にある。Ｐ１０、「四つのテスト」Ｈ．Ｊ．

テーラー氏がアルミニウム会社から倒産の窮

地を救う委嘱を受けた時、道徳的信条を社員

全員が暗記する位、簡単に言い表せないか、と

４つの文を作る。Ｐ１３、今までに１万６０００人の

米山奨学生（Ｐ１６、出身校等）。縦組表紙は秩父・

三峯神社参道。「お犬の山」とも称され、神の使

いとされた山犬（狼）を祀り、火伏、盗難駆除の

札として門に貼られ信仰されていた。

「友」を身近に感じてもらえるよう、投稿をお

願いして来ました。今、募集が来ているテーマ

は「私の三ツ星グルメ」家庭料理、郷土料理、創

作オリジナル料理等の自慢料理。「私の愛用品」

好んで使っている品。写真と５０～１００字のコ

メントを纏め、雑誌委員にご一報下さい。載る

かどうかは東京事務局で行っております。

◎国際交流協会よりお知らせ　　  市川（洋）君

　１１／３の整理券を中学生にお譲り下さい。

【出席報告】無断欠席、ＭＵなし　　  増島君

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・神田理事長ようこそ。本日はよろしくお願い

　します。卓話有難うございます。　矢島（巌）君

　大木君、細田（伴）君、細田（吉）君、中里（昌）君、新井君

　和泉君、神田（敬）君、小久保君、市川（洋）君、田辺君

　服部君、吉島君、吉田（武）君、間邉君、土屋（崇）君�

・神田さん、秋祭りもご活躍下さい。新井君�

・武球会ゴルフ優勝しました。　　　田辺君�

・３週連続で関西に行ってました。　服部君�

・先週の夜間例会の時、大勢の方よりお祝いを頂きま

　した。親睦委員会の反省会で使わせて頂きました。

　 有難うございました。　　　　　　　　　  大木君�

・早退　　　　　　　　　　高橋君、小川君�

本日計２５，０００円、累計額４４５，１１２円。

◎２日例会当番は吉澤会員、新井会員です。�

【卓　　話】

講師紹介　　　　　  矢島（巌）プログラム委員

　神田康夫パスト会長のご次男。Ｓ４７年８月

１７日生まれ。Ｈ８年、城西大学薬学部を卒業、

薬剤師免許取得。都内の薬局で３年間修業。

Ｈ１１年５月、（有）昭和薬局入社。三代目として一

丁目自治会、商店街、ＪＣでご活躍。因みに飯能

ＪＣは細田（吉）会員が初代理事長。親子で理事

長をされたのは小久保会員と神田（康）会員です。

　姉は９才上、６つ上の兄も薬剤師で、北海道

の製薬会社で病院回りをやっています。私は

ＪＣ入会８年目。細田（吉）初代理事長が掲げた

「明るい豊かな住みよい社会の創造」を理念と

して全ての運動を行っています。（スライド）

　１）まちづくりが出来る人づくり運動

　２）青少年「共育」運動

　３）地域の未来・将来像のビジョンを発信

　４）組織としての向上・会員の拡大充実

　本年掲げた４点を含め、地域のために「考動」

出来る人間になり、また、そういう人を増やし

ていく事をスローガンとしています。

　１で、県教育委員、原田隆史氏の講演会を飯

能商工会議所と共催。「自

立型人間」目標を持って

行動する前向きな人間を

地域に増やそうという事。

原田氏は大阪の荒れた中

学校に１０年間勤務、陸上

を日本一にされた方です。

　２では、８月、はんなーら

青少年共育事業を飯能第

一小学校で開催。大人も子どもと一緒に時間

を過ごし、自己の成長と親子のふれあいの出

来る事業を行いました。被災する場合もある

という事で、ドラム缶風呂、火を起こす体験等

しました。手作り火起こしキットは人気で、す

ぐに無くなってしまいました。家庭科室に女

の子だけ集めてカレーを作り、飯盒のごはん

で夕飯。竹を組んで流しそうめんもしました。

　３、地域の将来像という事で「はんなーら」

を年３回、１４８～１５０号（１０／１５）の発行。「はん

なーら」は広報委員会だけで考えるのではなく、

去年からは企画会議を持ち、広報委員会が示

すテーマに沿ってメンバー全員で真剣に話し

合っています。全戸配布の他に、発行日の朝に

は飯能駅前で約３００部を配布。出来るだけ

直接的に市民に関わってお渡ししたい。

　４、メンバー４９名中、２５名が入会３年未満。

拡大もさる事ながらメンバーの意識向上を図

らなければならないのが現状。ＪＣは４０才まで。

来年は４２名スタート。２７名があと３年で卒業、

メンバーがガラリと新しくなるため、今、居る

メンバーに向け、考え方、運動の仕方を示し、

組織としてしっかりとしたものを作っていか

なければいけない。是非ともロータリーの諸

先輩にはお知り合いをご紹介頂きたい。

　３．１１以後は救援、復興支援を柱に運動を

展開。３／２１市役所・西側駐車場で救援物資を

収集。ＲＣ他、多くの方々にご支援賜わりまし

た。文化新聞様のご好意で印刷・用紙代無償で

３／１９朝刊にチラシ２万枚を折込。ドライブ

スルー方式、市役所に入るのに渋滞が起こる程。

頂いた物資はダンボール約１０００箱でした。

　埼玉ブロックから話があり、飯能商工会議

所にご協力頂き、飯能すいーとん２５０食を持

って５／２８釜石市で炊き出し。約２か月経っ

ていましたが、体育館で寒い中、ダンボールの

上に食卓を作って食べている状況でした。大

槌町で気付いのは空気感は映像だけでは伝わ

らないという事。震災後、服部先輩が「（震災後

の神戸の）空気と臭いは忘れられない」と話さ

れていたのが印象深かったのですが、私も現

地で、一生忘れられないのかなという経験を

して参りました。３階まで津波が来て壊れた

５階建てビルを見た時、３階と４階の間に生

死の境があるんだと実感。救援は今年限りで

はなく、様々な形での取り組みをさせて頂き

たい。ご支援ご協力を頂ければと思います。

カルヤン・バネルジー

立 原 雅 夫

当 番 矢島（高）君、吉田（行）君

こころの中を見つめよう　博愛を広げるために

職業奉仕月間・米山月間

＋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。

飯能ロータリークラブ会報

神田滋夫様
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飯能青年会議所 第３８代理事長

飯能青年会議所の理事長として
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【会長報告】

　ライオンズ（ＬＣ）と青年会議所（ＪＣ）、ＲＣ

の現状について少し調べました。

　ＪＣも国際的組織で、１９１５年に米国セン

トルイスで誕生。日本のＪＣは１９５１年に誕生。

国内７０４か所、３万８０００人程のメンバー。世

界には１２４か国、１７万人。修練・奉仕・友情を

信条とし、より良い社会作りを目指す。入会

条件は２０～４０才、品格ある青年とあります。

　ＬＣは１９１７年、米国シカゴで、元ロータリア

ンであるメルビン・ジョーンズ氏の提唱で誕生。

１９５２年、マニラＬＣの支援で東京ＬＣが創立。

２００か国以上に４万５７４０クラブ、１３４万人の

メンバー。国内は３３１１クラブ、１０万９０００人。

ＲＣを上回っています。目的：自由を守り知性

を重んじ、我々の国の安全を図る。モットーは

ＷｅＳｅｒｖｅ．入会資格は、善良な特性の持ち主

で地域で声望を得ている人。企業人でなくて

も構わないという感じです。

　ＲＣ創立は１９０５年、東京は１９２０年。世界に

３万４０００クラブ、１２１万人程。国内２３０２クラブ、

８万８０００人程。ウェブ上の第三者的な見方では、

目的は職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕。ＬＣと比

較してＩＳｅｒｖｅ．入会条件では仕事をやって

いる人というのが違う点だと思っております。

【幹事報告】

・１１月ロータリーレート １＄＝７８円�

・１１／１（火）第６回夜間役員会のお知らせ配付。

　１８時：一ふじ。車はご遠慮願います。�

◎例会変更のお知らせ�

◇入間ＲＣ�

・１１／１７（木）１１／１９・２０地区大会に振替�

◇新所沢ＲＣ�

・１１／８（火）   振替休会を移動例会に変更�

【委員会報告】

◎社会奉仕委員会　　　　　　　  土屋（良）君

　（財）埼玉県腎・アイバンク協会より会報２２号。

ＲＣ会員の皆様にご一読をとの事です。

◎雑誌委員会　　　　　　　　　　　雨間君

「友」１０月号紹介。横組Ｐ１、ＲＩ会長、バンコク

で会いましょう。Ｐ８、親子孫三代に亘るロータ

リアン、甲府の高野氏。ＲＣの目的は職業奉仕

の推進にある。Ｐ１０、「四つのテスト」Ｈ．Ｊ．

テーラー氏がアルミニウム会社から倒産の窮

地を救う委嘱を受けた時、道徳的信条を社員

全員が暗記する位、簡単に言い表せないか、と

４つの文を作る。Ｐ１３、今までに１万６０００人の

米山奨学生（Ｐ１６、出身校等）。縦組表紙は秩父・

三峯神社参道。「お犬の山」とも称され、神の使

いとされた山犬（狼）を祀り、火伏、盗難駆除の

札として門に貼られ信仰されていた。

「友」を身近に感じてもらえるよう、投稿をお

願いして来ました。今、募集が来ているテーマ

は「私の三ツ星グルメ」家庭料理、郷土料理、創

作オリジナル料理等の自慢料理。「私の愛用品」

好んで使っている品。写真と５０～１００字のコ

メントを纏め、雑誌委員にご一報下さい。載る

かどうかは東京事務局で行っております。

◎国際交流協会よりお知らせ　　  市川（洋）君

　１１／３の整理券を中学生にお譲り下さい。

【出席報告】無断欠席、ＭＵなし　　  増島君

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・神田理事長ようこそ。本日はよろしくお願い

　します。卓話有難うございます。　矢島（巌）君

　大木君、細田（伴）君、細田（吉）君、中里（昌）君、新井君

　和泉君、神田（敬）君、小久保君、市川（洋）君、田辺君

　服部君、吉島君、吉田（武）君、間邉君、土屋（崇）君�

・神田さん、秋祭りもご活躍下さい。新井君�

・武球会ゴルフ優勝しました。　　　田辺君�

・３週連続で関西に行ってました。　服部君�

・先週の夜間例会の時、大勢の方よりお祝いを頂きま

　した。親睦委員会の反省会で使わせて頂きました。

　 有難うございました。　　　　　　　　　  大木君�

・早退　　　　　　　　　　高橋君、小川君�

本日計２５，０００円、累計額４４５，１１２円。

◎２日例会当番は吉澤会員、新井会員です。�

【卓　　話】

講師紹介　　　　　  矢島（巌）プログラム委員

　神田康夫パスト会長のご次男。Ｓ４７年８月

１７日生まれ。Ｈ８年、城西大学薬学部を卒業、

薬剤師免許取得。都内の薬局で３年間修業。

Ｈ１１年５月、（有）昭和薬局入社。三代目として一

丁目自治会、商店街、ＪＣでご活躍。因みに飯能

ＪＣは細田（吉）会員が初代理事長。親子で理事

長をされたのは小久保会員と神田（康）会員です。

　姉は９才上、６つ上の兄も薬剤師で、北海道

の製薬会社で病院回りをやっています。私は

ＪＣ入会８年目。細田（吉）初代理事長が掲げた

「明るい豊かな住みよい社会の創造」を理念と

して全ての運動を行っています。（スライド）

　１）まちづくりが出来る人づくり運動

　２）青少年「共育」運動

　３）地域の未来・将来像のビジョンを発信

　４）組織としての向上・会員の拡大充実

　本年掲げた４点を含め、地域のために「考動」

出来る人間になり、また、そういう人を増やし

ていく事をスローガンとしています。

　１で、県教育委員、原田隆史氏の講演会を飯

能商工会議所と共催。「自

立型人間」目標を持って

行動する前向きな人間を

地域に増やそうという事。

原田氏は大阪の荒れた中

学校に１０年間勤務、陸上

を日本一にされた方です。

　２では、８月、はんなーら

青少年共育事業を飯能第

一小学校で開催。大人も子どもと一緒に時間

を過ごし、自己の成長と親子のふれあいの出

来る事業を行いました。被災する場合もある

という事で、ドラム缶風呂、火を起こす体験等

しました。手作り火起こしキットは人気で、す

ぐに無くなってしまいました。家庭科室に女

の子だけ集めてカレーを作り、飯盒のごはん

で夕飯。竹を組んで流しそうめんもしました。

　３、地域の将来像という事で「はんなーら」

を年３回、１４８～１５０号（１０／１５）の発行。「はん

なーら」は広報委員会だけで考えるのではなく、

去年からは企画会議を持ち、広報委員会が示

すテーマに沿ってメンバー全員で真剣に話し

合っています。全戸配布の他に、発行日の朝に

は飯能駅前で約３００部を配布。出来るだけ

直接的に市民に関わってお渡ししたい。

　４、メンバー４９名中、２５名が入会３年未満。

拡大もさる事ながらメンバーの意識向上を図

らなければならないのが現状。ＪＣは４０才まで。

来年は４２名スタート。２７名があと３年で卒業、

メンバーがガラリと新しくなるため、今、居る

メンバーに向け、考え方、運動の仕方を示し、

組織としてしっかりとしたものを作っていか

なければいけない。是非ともロータリーの諸

先輩にはお知り合いをご紹介頂きたい。

　３．１１以後は救援、復興支援を柱に運動を

展開。３／２１市役所・西側駐車場で救援物資を

収集。ＲＣ他、多くの方々にご支援賜わりまし

た。文化新聞様のご好意で印刷・用紙代無償で

３／１９朝刊にチラシ２万枚を折込。ドライブ

スルー方式、市役所に入るのに渋滞が起こる程。

頂いた物資はダンボール約１０００箱でした。

　埼玉ブロックから話があり、飯能商工会議

所にご協力頂き、飯能すいーとん２５０食を持

って５／２８釜石市で炊き出し。約２か月経っ

ていましたが、体育館で寒い中、ダンボールの

上に食卓を作って食べている状況でした。大

槌町で気付いのは空気感は映像だけでは伝わ

らないという事。震災後、服部先輩が「（震災後

の神戸の）空気と臭いは忘れられない」と話さ

れていたのが印象深かったのですが、私も現

地で、一生忘れられないのかなという経験を

して参りました。３階まで津波が来て壊れた

５階建てビルを見た時、３階と４階の間に生

死の境があるんだと実感。救援は今年限りで

はなく、様々な形での取り組みをさせて頂き

たい。ご支援ご協力を頂ければと思います。

カルヤン・バネルジー

立 原 雅 夫

当 番 矢島（高）君、吉田（行）君

こころの中を見つめよう　博愛を広げるために

職業奉仕月間・米山月間

＋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。

飯能ロータリークラブ会報

神田滋夫様

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％

飯能青年会議所 第３８代理事長

飯能青年会議所の理事長として


