
・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　栗山 昇様�

【会長報告】

　今月は雑誌月間。『手続要覧』を正確に読む

と、特別月間には必ず例会等でプログラムを

実施しなければならないという既定になって

おり、今まで毎年やっていたかどうか不確か

ですが、ひとまず私の時にはクリアしたから

良かったかなと思っております。５冊程取っ

ていた英文誌『ザ・ロータリアン』は読む人

があまり居ないため最近は取っていないかと

思います。世界には３０以上のロータリー雑

誌があるわけですが、日本の『ロータリーの友』

は歴史も、内容もあるので国際的にも有名です。

昔、スコットランドに行った時、エジンバラから

レンタカーで「セント・アンドリュースという

のはどんなコースかな」と見に行って、向こう

の例会にも出席したのですが、そこでチャー

タード・アカウンタント（勅撰会計士）を紹介

され、その方から「『ロータリーの友』、読んでるよ」

という話が出ました。その時の印象が深く残

っております。英国は階級社会、スコットラ

ンドのその地域は大体「ロウアーミドル」だと

言っていました。本当の金持ちは自分の森を

持ち、ゴルフなどせず、猟に明け暮れる方が多

いかと思います。オランダ、ベルギーは大変

身分の高い人が入っていると言っていました。

　地区月間ニュースでは朝霞と狭山が出席率

１００％。狭山の会長から状況を伺いました。

　米山奨学生カウンセラー委嘱状が正式に地

区から来ました。駿河台大学大学院の中国人

留学生を４月から１名預かります。

（市川洋太郎会員／次年度米山奨学委員長に

吉島会長から委嘱状を贈呈）

【幹事報告】

・第１１回役員会開催。前回議事録確認。５月

　プログラム承認。４／１１結婚・誕生日祝を

　４／１８に移行（ＧＳＥ関係者５名、新狭山ＲＣ

　４名、計９名が４／１１例会に参加のため）。

　会計の市川（昭）会員より中間決算報告、承認。

　親睦旅行６／９（土）１０（日）秋田方面。欠席届

　の徹底とＭＵについて、承認。丸山会員３月

　退会。飯能日高ゴルフ大会４／１３開催。�

・４月ロータリーレート１＄＝８２円�

・週報：所沢、所沢中央、所沢東、新狭山ＲＣ�

◎例会変更のお知らせ�
◇入間ＲＣ�
・４／２６（木）４／２４（火）入間南ＲＣとの合同例会に
　　　　　    振替 １８：３０  丸広７Ｆ さくら草ホール�
・５／３（木）  例会取止�
◇狭山ＲＣ�
・５／４（金）  例会休会（定款６―１―Ｃ）�
・５／１１（金）親睦旅行に振替�
・６／２２（金）夜間例会�
・６／２９（金）例会休会（定款６―１―Ｃ）
◇新所沢ＲＣ�
・４／１７（火） 例会取消（定款６―１―Ｃ）�
・４／２４（火） 移動例会�

・５／１（火）    例会取消（定款６―１―Ｃ）�
・５／１５（火） 移動例会�
・５／２９（火） 移動例会�
・６／１２（火） 移動例会�
・６／２６（火） ４０期最終移動例会�

【委員会報告】

◎親睦活動委員会　　　　　　　  中里（忠）君

　合同夜間例会は皆様のご協力で無事終了、

有難うございました。４／１３（金）飯能グリーン

での飯能日高ゴルフ大会は日高１７名、飯能

２４名、総勢４１名。８時半集合です。

◎次年度幹事　　　　　　　　　　　島田君

　次年度、座談会の日程表、組織図を再度配付。

木川、吉島、半田会員が地区に出向。古稀等お

祝い関係と会員名簿に関するプリントも期日

までに提出をお願いします。本日、次年度役員

顔合わせ（清河園 １８時半）。今日がスタート

と思って一生懸命させて頂きたい。

【出席報告】無断欠席なし　  増島出席委員長

【Ｍ　　Ｕ】

３／２９（入間）土屋（良）君

３／３０（第３Ｇ）吉島君

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・栗山様ようこそ。本日は卓話よろしくお願い致し

　ます。 安藤君、中里（昌）君、和泉君、高橋君�

・栗山様、次年度はお世話になります。

　　　　　　　　　　　　　安藤次年度会長�

・長男が結婚しました。祝電有難うございま

　した。　　　　　　　　　　　　　間邉君�

・早退　　　　　　　　　　　木川君、森君�

本日計１２，０００円、累計額９７４，１２５円。

◎１１日例会当番は小川会員、大野会員です。

�
【卓　　話】

講師紹介　　　　　　　　　雨間雑誌委員長

　朝霞ＲＣ入会は２８才（Ｓ５１年）。Ｈ４年に会

長を務められ、３５年６か月のロータリー歴。

入会以来１００％出席。地区役員歴は、Ｈ８年、地区

幹事。Ｈ９年、財政委員長。Ｈ１３年、クラブ奉仕

部門委員長。Ｈ１４年、ガバナー補佐。Ｈ１５～１９

年、ロータリー情報委員長。Ｈ２１年、クラブ奉仕

部門委員長。Ｈ２２年、地区研修委員長。現在、

ロータリーの友地区代表委員。

　６０名程の、あるクラブでは出席が２５～３０名。

ホーム例会の出席が良くない。６０名に近かっ

た朝霞は今は３５名だが、ホーム例会に３４名位

出ているので少ない感じはしない。基本は「ホ

ーム例会に何人出るか」。飯能には活気がある。

「国際ロータリー１０７年の

歴史と変遷」というテー

マを与えられ、昨日、卓話

をした川越も人数が多い。

朝霞の油木名誉会員（９８才）

が、作成した小冊子の中で、

ＲＣの歴史を５段階に分

けているが、ロータリーも

ずいぶん変わったと感じ

る。良いテーマを与えられ、自分も勉強になり

新会員にも参考になったのではないかと思う。

会員の減少はＲＩが地域を分割する事を認め

てしまった事が一因ではないかと言われている。

１９２２～７０年、今から３、４０年前が最高のエリ

ート集団、ＲＣの黄金時代だった。その後、現職

のＲＩ会長が「ＲＣは金集めの集団」という表現

を公然と挨拶の中に入れ、世界各地で反発が

起こり退会者が続出したという歴史がある。

今のＲＣは、アメリカ式／物質主義、日本式／

儒教の精神に基づいた精神的な、職業奉仕を

中心としたもの、ヨーロッパ式／その折衷的

なものに分かれている。歴代ＲＩ会長の約８０

％が米国人。日本はクラブ数等でも米国に次

いでＮｏ．２にもかかわらずＲＩ会長は東ヶ崎氏、

向笠氏、田中作次氏で３人目。日本の思う通り

にならないのが今のＲＩの現状ではないか。

　年２回、東京で開催される第１ゾーンの会合

で「語られていない『ロータリーの友』」という

のを作って披露したところ、名誉な事に二神

編集長作成のＣＤに入り全国３４地区に配付さ

れる事になった。ロータリーの友地区代表は

“ガバナーの代理者”。昨年、ロータリーの友顧

問の加藤パストガバナーが地区代表をクロー

ズアップしてくれた。８月号には和泉会員「手

渡しのお見舞金」が掲載、２５７０地区からの寄稿

も多くなっている。（以下、映像を見ながら）

　１９５２年７月、日本のＲＣが東西２地区に。分割

後もお互いの事を知りたいという思いから両

地区共通の雑誌の発行が決まり、５３年に創刊。

現在、横組はＲＩ指定記事、縦組はロータリアン

のコミュニケーションの懸け橋となる投稿中心。

「この人、この仕事」は推薦者が多く、厳選される。

松下幸之助氏の記事は評判が良かった。「はじ

める一歩」は新会員向け。「バナー自慢」飯能も

間もなく掲載。活動報告は生きた写真を添え

１か月以内に送れば、８、９割、掲載される。

平成２４年５月のプログラム
（月間テーマ  ロータリー理解推進月間）

※この写真は車乗入れ禁止前のものです。

※次週の例会案内は省略。
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編集長作成のＣＤに入り全国３４地区に配付さ

れる事になった。ロータリーの友地区代表は

“ガバナーの代理者”。昨年、ロータリーの友顧

問の加藤パストガバナーが地区代表をクロー

ズアップしてくれた。８月号には和泉会員「手

渡しのお見舞金」が掲載、２５７０地区からの寄稿

も多くなっている。（以下、映像を見ながら）

　１９５２年７月、日本のＲＣが東西２地区に。分割

後もお互いの事を知りたいという思いから両

地区共通の雑誌の発行が決まり、５３年に創刊。

現在、横組はＲＩ指定記事、縦組はロータリアン

のコミュニケーションの懸け橋となる投稿中心。

「この人、この仕事」は推薦者が多く、厳選される。

松下幸之助氏の記事は評判が良かった。「はじ

める一歩」は新会員向け。「バナー自慢」飯能も

間もなく掲載。活動報告は生きた写真を添え

１か月以内に送れば、８、９割、掲載される。

平成２４年５月のプログラム
（月間テーマ  ロータリー理解推進月間）

※この写真は車乗入れ禁止前のものです。

※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 大附君、大河原君

こころの中を見つめよう　博愛を広げるために

雑 誌 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

栗山  昇様

ロータリーの友について

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％

ロータリーの友地区代表

月   日 当　番
［担当委員会］

例会数 行　事　予　定

塩 野 君
土屋（良）君

吉田（健）君
矢島（巌）君

田 辺 君
高 橋 君

［出　席］

［親睦活動］

山 川 君
山 岸 君
［プログラム］

［プログラム］

卓話「糖尿病について」
増島宏徳会員

卓話「中小企業の経営の現場から」

飯能ＲＣ

卓話「金属建具（アルミ建具）について」

藤原秋夫会員飯能ＲＣ

飯能ＲＣ

小澤伸之教授駿河台大学 副学長

卓話「会員相互の親睦と融和を図り
　　　　  大いに語り合う」

中里忠夫会員

例会取消（法定休日）


