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晴
吉 田 武 明

山 岸 敬 司
当 番 吉田（健）君、矢島（巌）君

・点 鐘 吉田武明会長
・ソング それでこそロータリー
・ビジター （日高）清水佳代子様 松本恭三様
清水敬一郎様 金島裕樹様
・卓 話 細田吉春会員
【会長報告】
２０１６年規定審議会へ立法案の提出権限が
ありますので、質問事項等を諮問委員会にご
提出ください。手続き書類等は事務局まで。
「ロータリー希望の風奨学金」使途不明の金
額は２／８に返金されたとの事。奥むさし駅
伝への協賛金に対し実行委員会より御礼。
齋藤文雄会員にマルチプル・フェローのバ
ッジを贈呈します（拍手）。
【幹事報告】
・リハビリ中の大木会員は、温かくなったら
１回出席したいとの事です。
◎加藤義雄会員の米寿を祝う会
新井君
１６（日）大雪の中、大勢参加を頂き盛大に
出来ました。厚く御礼を申し上げます。
【委員会報告】
◎会員増強委員会
中里（忠）君
飯能信用金庫の原田会員は入会して約１か
月弱、
「おめでとうロータリアン」の歌だけは覚
えたところで本部に異動との事です。
◎原田宏三会員よりお別れの挨拶
複雑な気持ちでございます。先月、
入会式を
盛大にやって頂き、
４回の出席だったのですが

皆様に温かく迎えられまして
「これから」
と思
っていた時に心苦しく思います。後任は１０才
若い松下です。
よろしくお願い申し上げます。
◎新入会員紹介
中里（忠）君
松下寿夫（まつしたとしお）様 Ｓ３９年生まれ、
４９歳。地元の小中学校を経て、Ｓ５８年、県立
豊岡高校を卒業。
Ｓ６２年、
国士舘大学政経学部
を卒業、
同年、飯能信用金庫入行、東飯能支店
配属。
Ｈ３年、主任。
Ｈ１０年、支店長代理。
Ｈ１８
年、
本店営業部推進役。
Ｈ１９年、
ふじみ野支店長。
Ｈ２３～２６年、
さいたま支店長。
今回、
飯能中央
支店の支店長に就任されました。
◎松下会員挨拶
飯信に２７年勤めております。
１０日、
人事異動
の発令、昨日付で就任。
Ｈ１９年・ふじみ野支店
新規開設、Ｈ２３年・さいたま支店新規開設、
今度で支店長３店舗目です。飯能ＲＣ入会の
機会を頂けた事をたいへん嬉しく思っており
ます。先輩方のご指導を仰ぎながらＲＣの奉
仕活動を一生懸命やっていきたいと思います
のでどうかよろしくお願い致します。
◎親睦活動委員会
吉田（行）君
３／２６飯能日高合同例会、１８時点鐘。
奮ってご参加頂きたいと思います。
◎雑誌委員会
土屋（良）君
「友」
２月号紹介。
横組Ｐ４０、
最終段階に来て
いるポリオ撲滅、
その現状と課題。
内戦地帯で
は安全面での問題等あり、終盤になってこれ
までより多くの資金が必要に。
「ポリオウイル

スの追跡」に詳しい説明。縦組Ｐ４「平和」は、
来日後、一時帰国したら内戦に巻き込まれた
ルワンダ女性の講演。
虐殺で８０万人が犠牲に
なったと言われる内戦を経験、夜が来る事が
怖かった、朝を迎える安心感は何とも言えな
いという状態。
再来日され、
ごく普通の生活が
まさしく「平和」だったとの事。
内戦の原因と
して、文字の読めない人が多い事を言われ、
学校を作る事の必要性を強調されています。
【出席報告】無断欠席なし

矢島（高）出席委員
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【Ｍ
Ｕ】
２／１３（入間）沢辺君
【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・本日はお世話になります。よろしくお願い致
します。
（日高）清水佳代子様、松本恭三様
清水敬一郎様、金島裕樹様
山岸君
・日高ＲＣの皆様ようこそ。吉田（武）君、
間邉君、
山川君、
小谷野君、
吉島君、
安藤君
中里（忠）君、
高橋君
半田君、
細田（伴）君、
田辺君、
和泉君、
新井君
・細田吉春さん、今日は卓話よろしくお願い致
します。 吉島君、安藤君、半田君、新井君
・息子が２／１６結婚しました。祝電有難う
ございました。
小川君
・米寿を祝う会、ロータリーの皆様が中心となり
盛大にして頂き有難うございました。 加藤君
・早退
高橋君、大野君
本日計４４，
０００円、累計額９４２，
１２２円。
◎２６日例会当番は山川、吉島会員です。
【卓
話】
講師紹介

半田ロータリー情報委員長

４０年前 入会当時の思い出
飯能ＲＣ

細 田 吉 春 会員

この間８０になりました。
７０代はまだ頭に余裕
があったが８０になるともう一杯で入らない。昨日
の事を忘れちゃう。何か参考にしようなどと考え
ず、
今日は聴き手上手でお願い出来れば有難い。
Ｓ５０年
（１９７５）
に盛大に入会式をして頂いた。
２度の入会式は、私と前市長の沢辺会員だけ。会
場は埼玉銀行３階。
４１歳で入って７年後にＳＡＡ、
１０年後に幹事、優秀だったのですね。１４年目、
５５歳で会長をさせて頂き、現会員１２人位の方の
お父様ともお付き合いさせて頂いた。埼玉銀行
の階段が急で、皆８０近いですから３階に上がる
時は「フーハーフーハー」して、腰を押したり面倒
を見たつもりですが、今の倅さんに面倒を見ても
らったという感じは残念ながら全然ない。これか
らご厄介になるのかなと思うのですけれども。
「人の世は山坂多い旅の道」
。８０にもなると何か

市のために役に立ちたいと
いう気になる。会員になっ
て頂き３万円の協賛金まで
頂いた
「一般社団法人奥武
蔵・天覧山周辺再生の会」
。
昨日、
市議１
９名全員に吉田
（行）
教育委員長、
矢島
（巌）
会頭
と一緒に説明させて頂いた。
飯能をとにかく良く、
賑や
かにしなくちゃしょうがない。私の頭の中はそれ
で一杯なのです。沢辺市長
（当時）
にも最初相談し
「それは良い事だ」
と賛成頂き、会を創って活動を
始めた。天覧山はお蔭様でずいぶん綺麗になっ
たが、
もっとやる事があると思っているのです。
私の入会当時「職業奉仕委員会」が金看板で、
とにかくＲＣメンバーは「一生懸命仕事しなさい」
「利益を出して税金を納めなさい」と教わった。今
は一寸違ってきているかなと感じますが基本的
には同じだろうと思います。今は介護ですが当時
は繊維・縫製の仕事
（飯能ドレス）
。
これが儲からな
くて税金を払おうにも払えない。
手貸しで毎日手
形の書き換え。
「こんなに金が無いんじゃしょうが
ない」
。
そんな時に会長を引き受ける事に。
幹事の
橋本先輩から
「金が無いなら半紙に○、
中に△、
▽を
書いて
（星型にして）
それを神棚に置いて宝くじを
買え」
との良い情報を頂き、
暮れの３
１日、
女房と二人
「当たりますように」
と願をかけた。これが当たらな
いのです。
えらい情報を教わっちゃったなと。
でも、
お蔭でオレオレ詐欺とかに引っ掛からないように
教わったと感謝しなくちゃと思っております。
６年半ばかりＲＣを止めていた間に思ったのは、
一般の人はＲＣをどう思っているのかという事。宮
本町では素晴らしい会だと分かるのですが、日本
全体では
「認知しない」
８０％、
「名前は聞いたが何
をしているか知らない」
２０％。その人の行動や仕
事、
人柄を見て「
、ＲＣというのは素晴らしい会だな」
と思ってもらえるようでなければ『ロータリアン』
とは言えない。
近所の人から信頼される人になっ
てもらいたい。バッジを着けて「ロータリアン」と
いうプライドを自分が持っている程には一般の人
は思っていない。
飯能のＲＣとしてどうしていったら良いか。うっ
かりすると飯能市民のニーズに合わない社会奉
仕をやっているのではないか。
３０年位前、
道路の
カーブの所に
「危険だからゆっくり」
という看板を
付けたが何年かすると錆びて汚くなった。
下には
「飯能ロータリークラブ」
の文字。看板を付けても
継続的な事をしていかなければ誤解もされる。今
一番大切な事、一番必要な事を考えて飯能を良く
して頂くようにしてもらいたい。皆で連携し、良い
飯能にしていかなければならない。日高とも連携
する。何が大切なのか、どうしたらいいのか。そう
いう事を炉辺会談で検討してもらいたい。昔は炉
辺会談が多く、いつも畑屋でやっていた。例会だ
けでなく委員会で炉辺会談をしていく事が必要。
会長を皆で引き立ててもらって、ニーズに合った
奉仕活動をして頂くようにしてもらえば良いので
はないかと思います。
※次週の例会案内は省略。

