
・点　鐘　吉島会長

・ソング　君が代　奉仕の理想�

・四つのテスト斉唱　小谷野職業奉仕委員長�

・卓　話　柏木正之会員�

【会長報告】

　昨年度中止になったＧＳＥ。今年は男性１名、

女性４名が豪州より来日。昨年予定されていた

木川会員がホームステイを受けられないため、

どなたかにお願いしたい。日高でタネを研究

されているＧＳＥの方が協力してくれるとの

事だったが、地区より「会員の家庭で」との事。

「ロータリーソング」は、ＲＣが４人で始まった

直後、５人目に入った印刷屋のハリー氏が例会

でたまたま歌い習慣になった。創立２年目の

クラブの存続危機には歌をうたって頑張った。

日本では１９３５年、京都の地区大会で「奉仕の

理想」「我等のなりわい」が入賞。一時ＲＩから

離れ国歌ばかり歌っていたが１９４９（Ｓ２４）年、

ＲＩ再加盟の際、米国でも人気のある「手に手

つないで」が採択。ただ、主にソングを歌うの

は米国、カナダ、豪州、ニュージーランド、日本。

「ロータリー」「四つのテスト」という英語の歌

もあり全部で５つあるようです。

【幹事報告】

・第９回役員会。前回議事録確認。３月プログ

　ラム承認。ＧＳＥ４／５～１１、職場見学等ご協

　力を。米山奨学生、５月より引き受け／駿河

　台大学２年生（中国出身２５才・女性）。震災復

　興元気市にかかる会議、１万円拠出承認。�

・２／１９（日）ＩＭ、制服着用。南口１２時半発。

　終了後、懇親会（新町・味興）１８時。出欠を

　必ず出席委員までお知らせください。�

・週報：所沢中央、狭山中央ＲＣ�
◎例会変更のお知らせ�
◇日高ＲＣ�
・２／２１（火） ２／１９（日）ＩＭに振替�
・３／２０（火） 法定休日�
◇入間ＲＣ�
・２／１６（木） ２／１９（日）ＩＭに振替�
◇入間南ＲＣ�
・２／２１（火） ２／１９（日）ＩＭに振替��
・２／２８（火） 夜間例会「小笠原諸島の古謡を聞く」
　　　　　　 レストランフローレンス 点鐘１９：００�
・３／６（火）    ３／５（月）「生命讃歌」観覧例会に振替
　　　　　　（東日本大震災一周忌慰霊チャリティー公演）
�・３／２０（火）  法定休日�
・３／２７（火）  花見家族例会�
◇狭山中央ＲＣ�
・２／２１（火） ２／１９（日）ＩＭに振替�
・３／２０（火） 例会取止（定款６―１―Ｃ）�
◇新所沢ＲＣ�
・２／１４（火） 移動例会（募金活動）�
・２／２１（火） ２／１９（日）ＩＭに振替
・２／２８（火） 移動例会�
◇所沢ＲＣ�
・２／２８（火） ２／１９（日）ＩＭに振替
・３／２０（火）  法定休日のため休会�
◇所沢中央ＲＣ�
・２／１３（月） 振替休会 ２／１２創立２０周年記念式典のため�
・２／２０（月）２／１９（日）ＩＭに振替�
・３／１９（月） 振替休会 ３／１６企業訪問のため�
・３／２６（月） 振替休会３／２７新所沢ＲＣとの合同例会のため�
◇新狭山ＲＣ�
・２／２０（月） ２／１９（日）ＩＭに振替�

【委員会報告】なし

◎飯能地区歯科医師会より　　　　　大野君

　東日本大震災についての講演会（２／８）。越

谷で開業する歯科医師・中里氏は震災後すぐ

三陸へ行き歯科的な支援活動を行っています。

会場はヘイテイジ。是非ご参加ください。

【出席報告】無断欠席なし　増島出席委員長

【Ｍ　　Ｕ】

１／２７（熊本）山岸君

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・柏木さん、お話楽しみにしています。大野君�

・入会記念、有難うございました。　服部君�

・早退　　　　　　半田君、高橋君、吉澤君�

本日計６，０００円、累計額７３８，１１２円。

◎８日例会当番は小谷野会員、柏木会員です。

【卓　　話】

講師紹介　　　　　　　　　　土屋（崇）ＳＡＡ

　森林浴に関する本に「人が森林と関わった

のは人類の歴史が始まってからずっと…都会

生活はその１％にも満たない期間…人には森

林の中でこそ癒される、安心出来るＤＮＡが

根付く…森林との関わりなしに人は健康に生

きられない」等とあった。山に囲まれた湯基谷

津（とうぎやつ）から離れ、中学で東久留米へ。

寮からは武蔵野の畑や富士山が見えた。その

後１０年の変化は激しかった。中島飛行場跡の

林を散策したり小川ではハヤを釣ったり、人

が必要とする森林との関わりがあった。就職

した横浜では三渓園の裏で海水浴をした。ホ

テルの５階グリルからは素晴らしい港の光景

が見えた。それほど景観とは気持ちのいいも

ので人間の心に及ぼす影響は大きい。名栗は

どっちを見ても山で嫌だというのがあったが、

よく見ると川と山とのバランスの取れた環境

というのは一面素晴らしいものがある。子ど

もの頃は山すそが開墾されていて麦畑もあり

開放感があって明るかった。戦後の木材ブー

ムで畑にまで木を植えた。都会で武蔵野の丘

が無くなっていったのと反比例して山間地域

では植えた木が景観を破壊している。一寸間

伐したり枝を打てば素晴らしく景観が変わる。

他人様の山も「手入れさせてください」とお願

いして多少は整えているが、切った木を使お

うとしても今は挽き賃が高く、庭先のかなり

大きい木でも捨ててしまう。こういった事が

蔓延っていてどこのお宅でも費用がもったい

ないからと切らない。今、

名栗にも大きな木の上に

登って枝の打てる職人が

居なくなった。全く枝も

打たず間伐もしない所は

光が入らず下はサラサラ

の砂利で、何十年か経つ

と間伐しても簡単には草

木が生えないと言われ、

土砂崩れや崩落の危険性がある。里山の景観

には持ち主が管理責任を感じて欲しい。難し

いのは人家近くの山林はほとんど保安林指定

で「管理はオレの責任じゃない」という感覚に

もなる。堰堤を入れると必ず周辺は保安林に

なるが、その手入れ費用は出ず「緑のダム」と

しての手入れが出来ていない現状。一昨年４月、

大雪で大木が何本も倒れ川を塞いだ。沢筋の

木は一方にしか枝が出ないので雪がたかると

倒れ易い。林野火災も完全消火には水を担い

で行って手でかけるしかない。

　大英帝国やマヤ文明衰退のきっかけは森林

を刈り尽くし過ぎた事だと本にあった。欧州

ではその反省から自然に近い大きな森を公園

として残している。セラピストの森香織氏か

ら「森林浴も水と一緒にあるのが一番良い。

川のそば、湖のほとりの森林を歩くのが非常

に良い」と聞いた。膨張する東京が何処かに

都市林としての機能を持った地域を求めると

したら一番近く健全な自然環境を提供出来る

飯能ではないか。川があり、源流域だという事

も大きい。それをどう支えていくかは、行政

だけ、山を持っている人だけの問題ではない。

そこに住む人達の共通意識として、環境・景観

を共有財産、共同の管理対象として認識して

いく必要がある。そうでないと「お金になら

ないから」と人工林を植えっぱなしで放置す

る事に対し天罰が来るのではないか。

　明治から百年以上所有して生活を成り立た

せて頂いた山を放棄して都会に逃げた親族が

許せず、本家を継いだ私が悪戦苦闘している。

個人では管理し切れないので一般社団法人に

して多くの人にご協力、活用して頂きながら、

何とか健全な山・畑・古民家として管理出来な

いものかと取り組んでいる。個人で出来る事

は小さい。「何とかしなきゃ」という思いを少

しでも拡げていく事が私に出来る“ヴォケー

ショナル・サービス”なのではと思う。

飯能ロータリークラブ会報
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カルヤン・バネルジー

立 原 雅 夫

当 番 木川君、小崎君

こころの中を見つめよう　博愛を広げるために

世 界 理 解 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

柏木正之会員飯能ＲＣ

会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率
前々回修正
出　席　率

５５名 ４８名６名 ８５．７１％８７．２７％ ８１．８２％

月   日 当　番
［担当委員会］例会数 行　事　予　定

３．７

前 島 君
丸 山 君
［プログラム］
中里（昌）君
中里（忠）君
［プログラム］
中 山 君
大 木 君
［親睦活動］

平成２４年３月のプログラム
（月間テーマ　識字率向上月間）

２，４８１

３．１４ ２，４８２

３．２１ ２，４８３

３．２８ ２，４８４

「イニシエーションスピーチ」
飯能ＲＣ 森  健二会員

川 口 君
増 島 君
［プログラム］

卓話「飯能の県土整備事業について」
飯能県土整備事務所所長 西成秀章様

卓話「飯能の安心と安全」
飯能警察署

合同夜間例会 飯能日高
テーマ「がっちり笑いまショー」セニョール玉置様

ヘリテイジ １８：００

環境としての山林問題



・点　鐘　吉島会長

・ソング　君が代　奉仕の理想�

・四つのテスト斉唱　小谷野職業奉仕委員長�

・卓　話　柏木正之会員�

【会長報告】

　昨年度中止になったＧＳＥ。今年は男性１名、

女性４名が豪州より来日。昨年予定されていた

木川会員がホームステイを受けられないため、

どなたかにお願いしたい。日高でタネを研究

されているＧＳＥの方が協力してくれるとの

事だったが、地区より「会員の家庭で」との事。

「ロータリーソング」は、ＲＣが４人で始まった

直後、５人目に入った印刷屋のハリー氏が例会

でたまたま歌い習慣になった。創立２年目の

クラブの存続危機には歌をうたって頑張った。

日本では１９３５年、京都の地区大会で「奉仕の

理想」「我等のなりわい」が入賞。一時ＲＩから

離れ国歌ばかり歌っていたが１９４９（Ｓ２４）年、

ＲＩ再加盟の際、米国でも人気のある「手に手

つないで」が採択。ただ、主にソングを歌うの

は米国、カナダ、豪州、ニュージーランド、日本。

「ロータリー」「四つのテスト」という英語の歌

もあり全部で５つあるようです。

【幹事報告】

・第９回役員会。前回議事録確認。３月プログ

　ラム承認。ＧＳＥ４／５～１１、職場見学等ご協

　力を。米山奨学生、５月より引き受け／駿河

　台大学２年生（中国出身２５才・女性）。震災復

　興元気市にかかる会議、１万円拠出承認。�

・２／１９（日）ＩＭ、制服着用。南口１２時半発。

　終了後、懇親会（新町・味興）１８時。出欠を

　必ず出席委員までお知らせください。�

・週報：所沢中央、狭山中央ＲＣ�
◎例会変更のお知らせ�
◇日高ＲＣ�
・２／２１（火） ２／１９（日）ＩＭに振替�
・３／２０（火） 法定休日�
◇入間ＲＣ�
・２／１６（木） ２／１９（日）ＩＭに振替�
◇入間南ＲＣ�
・２／２１（火） ２／１９（日）ＩＭに振替��
・２／２８（火） 夜間例会「小笠原諸島の古謡を聞く」
　　　　　　 レストランフローレンス 点鐘１９：００�
・３／６（火）    ３／５（月）「生命讃歌」観覧例会に振替
　　　　　　（東日本大震災一周忌慰霊チャリティー公演）
�・３／２０（火）  法定休日�
・３／２７（火）  花見家族例会�
◇狭山中央ＲＣ�
・２／２１（火） ２／１９（日）ＩＭに振替�
・３／２０（火） 例会取止（定款６―１―Ｃ）�
◇新所沢ＲＣ�
・２／１４（火） 移動例会（募金活動）�
・２／２１（火） ２／１９（日）ＩＭに振替
・２／２８（火） 移動例会�
◇所沢ＲＣ�
・２／２８（火） ２／１９（日）ＩＭに振替
・３／２０（火）  法定休日のため休会�
◇所沢中央ＲＣ�
・２／１３（月） 振替休会 ２／１２創立２０周年記念式典のため�
・２／２０（月）２／１９（日）ＩＭに振替�
・３／１９（月） 振替休会 ３／１６企業訪問のため�
・３／２６（月） 振替休会３／２７新所沢ＲＣとの合同例会のため�
◇新狭山ＲＣ�
・２／２０（月） ２／１９（日）ＩＭに振替�

【委員会報告】なし

◎飯能地区歯科医師会より　　　　　大野君

　東日本大震災についての講演会（２／８）。越

谷で開業する歯科医師・中里氏は震災後すぐ

三陸へ行き歯科的な支援活動を行っています。

会場はヘイテイジ。是非ご参加ください。

【出席報告】無断欠席なし　増島出席委員長

【Ｍ　　Ｕ】

１／２７（熊本）山岸君

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・柏木さん、お話楽しみにしています。大野君�

・入会記念、有難うございました。　服部君�

・早退　　　　　　半田君、高橋君、吉澤君�

本日計６，０００円、累計額７３８，１１２円。

◎８日例会当番は小谷野会員、柏木会員です。

【卓　　話】

講師紹介　　　　　　　　　　土屋（崇）ＳＡＡ

　森林浴に関する本に「人が森林と関わった

のは人類の歴史が始まってからずっと…都会

生活はその１％にも満たない期間…人には森

林の中でこそ癒される、安心出来るＤＮＡが

根付く…森林との関わりなしに人は健康に生

きられない」等とあった。山に囲まれた湯基谷

津（とうぎやつ）から離れ、中学で東久留米へ。

寮からは武蔵野の畑や富士山が見えた。その

後１０年の変化は激しかった。中島飛行場跡の

林を散策したり小川ではハヤを釣ったり、人

が必要とする森林との関わりがあった。就職

した横浜では三渓園の裏で海水浴をした。ホ

テルの５階グリルからは素晴らしい港の光景

が見えた。それほど景観とは気持ちのいいも

ので人間の心に及ぼす影響は大きい。名栗は

どっちを見ても山で嫌だというのがあったが、

よく見ると川と山とのバランスの取れた環境

というのは一面素晴らしいものがある。子ど

もの頃は山すそが開墾されていて麦畑もあり

開放感があって明るかった。戦後の木材ブー

ムで畑にまで木を植えた。都会で武蔵野の丘

が無くなっていったのと反比例して山間地域

では植えた木が景観を破壊している。一寸間

伐したり枝を打てば素晴らしく景観が変わる。

他人様の山も「手入れさせてください」とお願

いして多少は整えているが、切った木を使お

うとしても今は挽き賃が高く、庭先のかなり

大きい木でも捨ててしまう。こういった事が

蔓延っていてどこのお宅でも費用がもったい

ないからと切らない。今、

名栗にも大きな木の上に

登って枝の打てる職人が

居なくなった。全く枝も

打たず間伐もしない所は

光が入らず下はサラサラ

の砂利で、何十年か経つ

と間伐しても簡単には草

木が生えないと言われ、

土砂崩れや崩落の危険性がある。里山の景観

には持ち主が管理責任を感じて欲しい。難し

いのは人家近くの山林はほとんど保安林指定

で「管理はオレの責任じゃない」という感覚に

もなる。堰堤を入れると必ず周辺は保安林に

なるが、その手入れ費用は出ず「緑のダム」と

しての手入れが出来ていない現状。一昨年４月、

大雪で大木が何本も倒れ川を塞いだ。沢筋の

木は一方にしか枝が出ないので雪がたかると

倒れ易い。林野火災も完全消火には水を担い

で行って手でかけるしかない。

　大英帝国やマヤ文明衰退のきっかけは森林

を刈り尽くし過ぎた事だと本にあった。欧州

ではその反省から自然に近い大きな森を公園

として残している。セラピストの森香織氏か

ら「森林浴も水と一緒にあるのが一番良い。

川のそば、湖のほとりの森林を歩くのが非常

に良い」と聞いた。膨張する東京が何処かに

都市林としての機能を持った地域を求めると

したら一番近く健全な自然環境を提供出来る

飯能ではないか。川があり、源流域だという事

も大きい。それをどう支えていくかは、行政

だけ、山を持っている人だけの問題ではない。

そこに住む人達の共通意識として、環境・景観

を共有財産、共同の管理対象として認識して

いく必要がある。そうでないと「お金になら

ないから」と人工林を植えっぱなしで放置す

る事に対し天罰が来るのではないか。

　明治から百年以上所有して生活を成り立た

せて頂いた山を放棄して都会に逃げた親族が

許せず、本家を継いだ私が悪戦苦闘している。

個人では管理し切れないので一般社団法人に

して多くの人にご協力、活用して頂きながら、

何とか健全な山・畑・古民家として管理出来な

いものかと取り組んでいる。個人で出来る事

は小さい。「何とかしなきゃ」という思いを少

しでも拡げていく事が私に出来る“ヴォケー

ショナル・サービス”なのではと思う。
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環境としての山林問題


