
・点　鐘　吉島会長

・ソング　それでこそロータリー�

・卓　話　大木重雄パスト会長�

【会長報告】

「１／１９」ちょうど５０年前に所沢ＲＣが誕生。

パークハイアット東京（新宿）で記念式典が開催

され、飯能からは私だけ出席。全体で１００名程

の出席者でした。会員表彰、Ｒ財団、米山、所沢

市への寄付が主な事業。記念誌、新しいバナー

をご覧下さい。

　１／２１（土）紫雲閣（東松山）で広報関係の研修

会。小久保委員長と安藤エレクトと私で出席。

各グループ１名ずつの発表で、石巻での活動

（行田ＲＣ）、また、東松山ＣＡＴＶの鈴木豊士

社長（入間南ＲＣ）は「これからはＴＶも大事」

「視聴率は測った事がなく実態はわからない

が少しずつ伸びている」等、話されていました。

　
【幹事報告】

・第９回役員会２／１（水）１１時半�

・週報：入間ＲＣ�

【委員会報告】

◎国際奉仕委員会　矢島（巌）君（中里（昌）代理）�

　昨年（米国～メキシコ）、一昨年（フランス～

英国）と計画が中止。本年は３度目の正直で国

際大会ツアーを計画しています。開催地はタ

イですが、イタリアのクラブでＭＵして国際

大会参加という事にさせて頂きたい。先達は

中里（昌）委員長、副は新井会員、小間使いは

吉田（武）副会長、私です。５／２０（日）～２７（日）、

よろしくお願いします。

【出席報告】無断欠席なし　  増島出席委員長

【Ｍ　　Ｕ】

１／１９（所沢）吉島君

１／２１（ガバナー）吉島君、小久保君、安藤君

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・大木パスト会長、本日は卓話楽しみにしております。

　今日は有難うございます。よろしくお願い致します。

　  矢島（巌）君、大附君、安藤君、山川君、杉田君�

・入会２３年目に入りました。今後ともよろ

　しくお願いします。　　　　　　　木川君�

・１／１６、６０才になりました。今後ともよろ

　しくお願いします。　　　　　　　島田君�

・結婚記念日、お花有難うございます。吉田（健）君�

・銀行のゴルフで優勝しました。シニア部門

　ですけど。　　　　　　　　　  細田（吉）君�

・遅刻　　　　　　　　　　　　　　小川君�

本日計２０，０００円、累計額７３２，１１２円。

◎１日例会当番は木川会員、小崎会員です。�

【卓　　話】

講師紹介　　　　大附ロータリー情報委員長

　飯能クラブも再来年５０周年を迎え、ここで

歴史を振り返りたいと思います。その前は神

田（康）財団委員長、吉田（健）米山委員長にお話

頂きました。因みに飯能ＲＣ会員５４名（現在

は５５名）の中で、最高年齢者が８９才、最少

年齢者が４３才、平均年齢が６５．２才です。比

率は８０代が０．５％、７０代が３３％、６０代が

３３％、５０代が２７％、４０代が０．２％。平均

入会年数は１７年、最長が３７年、最短が１年、

という構成になっております。

　齋藤先生を前にして喋るのは恥ずかしいの

ですがお役目でございますのでよろしくお願

い致します。先ずは橋本さんに白羽の矢が当

ったのですが橋本さんが宮本町の“ドン”でご

ざいまして「お前がやれ」という話になりまし

た。通算で私は齋藤先生の次で、２番目に古い。

入会は細田（吉）さんが１年早いのですが途中

中座され再入会という形になっているため通

年では私という事なのです。細田（吉）さんは“１

業種１人”で入会され、また新しい職業でも

実力をお付けになられたという事は快挙であ

ると尊敬しております。

　３年前から色々風向きがおかしくなりまし

た。１２年前に会長をやらせて頂き、しばらく

私には役割は無いなと、商売を一生懸命やっ

ていたものですからゴルフも上手くはなりま

せんでした。そこへ木川さんと山川さんが来

られ「プログラム委員長をやってくれ」と言わ

れた。木川年度の役員を発表する１２月１日

の１０日位前。「会長をやった者がプログラム

委員長をやって良いのかな」という話もあり

ましたが１０日しかないというのでお受けし

ました。会場がヘリテイジに変わる時で、忙

しい一年を過ごしました。半田さんから「忙

しくない役だから」と、社会奉仕委員長を引き

受けた去年は震災で、また皆さんにお目にか

かる機会が多くなるような立場になったわけ

です。今年は役員が無く「やれ良かったな」と

思っていたら中里（忠）親睦活動委員長がとん

でもなく出来る人なんですね。“パスト会長”

だから、相談されたら返事をする位で良いと

いうつもりで第１回目の例会に行きましたら

ものすごいんですね。委員一人一人の名前別

にファイルが出来ていて１年のスケジュール

が割り振ってある。怠けちゃいけないよう役

割が全部配置されているのです。それで覚悟

を決めなければならないなと思ったわけです。

打ち合わせは欠席もしたりして申し訳ない事

をしましたが、９月には「げどう」をやりました。

宮本町には地域性があり、私共や細田（吉）さん、

橋本さんは宮本町ではどちらかと言うと新参

者。太鼓を叩くとか神事は皆、一小の南の方

の人達が役割を分担していました。ですから

「げどう」が囃子のどういう役割であるのか知

らずにいて、この間のよ

うな恥をかくような状態

でありました。でも、それ

が元で「こんなもんかな」

と、割と常識知らずの者

がこうして歳をとって来

られました。

　入会の時、一番感じて

いた事は「ご指名頂いて

嬉しく入るけれども、果

たして何年この経営の状態を持続出来るのか」。

それでも３６年間、何とか在籍。今の自分があ

るのはクラブの中で皆さんに認められ過ごし

て来られたため。温かい気持ちの中に３６年過

ごさせて頂いたという事に改めて感謝申し上

げたい。今日は私の“２回目のイニシエーショ

ンスピーチ”と考えて頂きたい。

　学校に行っている時に父を亡くしましたが、

恵まれた事に私が生まれる前からうちに来て

いた者が商売を継承してくれたもので、勉強

しながら商売を継ぎました。それまでの検眼

とは違う新しい機械が米国から入って来て、

メガネが商売として認められるような業界革

命の時代にぶつかり、売上が伸びたりして、

２８才で商工会議所青年部、３２才で入間の

ライオンズクラブに誘われました。この中で

２つのクラブを経験しているのは私１人なん

ですね。卒業してすぐ家で仕事をしている形

でしたから勉強不足で皆さんの前でお話が出

来ない。他の土地で恥をかくなら良いだろう、

また、お客様も入間に多かったので入会しま

した。ライオンズと青年部とで過ごして来ま

したら、ある時、前島さんのお父様が制服でお

越しになられ、ロータリーへの入会を勧められ、

びっくり。ＲＣは当時の私から見ると神様みた

いな人の集まりでしたのでその時はご遠慮さ

せて頂きました。何年か経ち、飯能のゴルフク

ラブで飯能ＲＣに私が移る話が決まってしま

い、大変名誉な事だからライオンズでも送別

会をやって送り出すからというので、３７才で

ライオンズを退会、３９才でＲＣに入会しました。

大先輩ばかりで口をまともにきけないような

状況で過ごしたわけですが、１０年経ち“幹事”

が回って来た。「とても無理」と、土下座する状

態でご勘弁願ったのですが、その時重ねて言

われたのは「あなたは皆が『業界で１人』の代

表として認めて入会したのだから“出来ない”

という事は無い」。返す言葉も無かったです。

今回の親睦活動委員会でも、中里（忠）委員長は

確かに入会されて間が無いかもしれませんが、

ご商売を代表され会員となっておられる。パ

スト会長であろうが全て平等であるという考

えから行くと「げどう」を断るわけにはいかな

かった。ただ、ＲＣには定年も無く４３～８９才

の方が居られるわけですので、ＪＣを卒業さ

れた方々はだんだんＲＣに合わせるようにし

て頂くとよろしいかなと思うのですが、皆さ

んのご意見は如何でございましょうか。

飯能ロータリークラブ会報

※次週の例会案内は省略。

カルヤン・バネルジー

立 原 雅 夫

当 番 加藤君、神田（康）君

こころの中を見つめよう　博愛を広げるために

ロータリー理解推進月間

＋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

大木重雄パスト会長飯能ＲＣ

飯能ロータリーの歴史

会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率
前々回修正
出　席　率
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＋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

大木重雄パスト会長飯能ＲＣ

飯能ロータリーの歴史

会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率
前々回修正
出　席　率
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