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【実行委員長挨拶】 中里昌平５０周年実行委員長
　飯能ＲＣは創立５０周年
を迎えるに当たり、記念す
べき年を皆様共々お祝い
頂くため実行委員会を立
ち上げ、いろいろ準備を
して今日を迎えることが
出来ました。「４月４日」は
１年以上前から願わくば
桜満開の折にと決めてあ

りました。桜は的中したのですが天気は雨模様、
足下の悪い中ご出席誠に有難うございます。
　戦後２０年になろうとする昭和３９年、目覚ま
しい復興を遂げた日本にとって、いろいろと
記念すべき年でありました。新幹線開通、首都
高速道路開業、秋には東京オリンピック開催
と国民全体が高揚しておりました。この年、
飯能ＲＣは３６名の会員によりまして呱々の
声を上げました。以来、皆様方の支援のお蔭を
もちまして、ここに創立５０周年を迎える事
が出来ました。
　思えば、創立６年目にして越生毛呂ＲＣを
誕生に、同じ年に大韓民国東清州ＲＣと姉妹
クラブの締結。本日ご出席のキム様、当時は
お父様に大変お世話になったと父から聞いて
おります（拍手）。今日は５人のメンバーとご
出席頂きました。日本語が堪能なキム様には
飯能からメンバーがお伺いする度に特別にお
世話になっております。昭和５８年には日高
クラブを拡大。日高の皆様には今日はフルメ
ンバーでご出席頂きました。私達のクラブは
先輩の弛まざる熱意と努力が実を結び、現在
に至るも会員６０名という、地区内でも大きな
クラブとしての位置付けを継続しております。
　式典では国際ロータリー２０１２－１３年度の
田中作次会長に記念講演をお願い致しまし
た。田中会長は大正９年、日本で初めての東京
クラブが設立されて以来９５年の長い歴史の中
で、日本人で３人目のＲＩ会長としてご活躍
頂きました。アトラクションには、吹奏楽で
高いレベルの演奏で定評がある市内の中学生
に、澤田教育長を通じて早くからお願いして
ありました。その後、加治中学校吹奏楽部は
数々の大会で上位入賞の快挙を成し遂げまし
た。講演と共にご期待頂きたいと思います。
　創立５０周年記念の事業で今回初めてとい
う事業がございます。従来は式典終了後に編
集し、お手元に届くのはだいぶ経過してから
だった「記念誌」を、吉田（行）記念誌委員長、委
員の皆様のお力により、本日、式典開催と同時
にお渡しする事が出来ました。
　冒頭申し上げましたが、私達クラブが生ま
れた年、東京オリンピックの開催から半世紀
を経た今、再び２０２０年に東京オリンピック、
パラリンピックが開催される事が決定されてお
ります。この成果を期待し成功を夢見ながら
飯能ＲＣはさらに躍進して参ります。どうか
皆様方、今後共ますますお互いに発展出来ま
すよう、尚一層のご支援をお願い致しまして
挨拶と致します。有難うございました。

【歓迎のことば】　　　　　 山川荘太朗会長
　大勢のお客様をお招き
しての飯能ＲＣ創立５０
周年記念式典を挙行する
に当たり、歓迎のご挨拶
を申し上げます。ご来賓
の皆様におかれましては
公私共にご多用のところ
この、緑と清流の森林文
化都市・飯能にようこそ

お出で下さいました。元ＲＩ会長・田中作次様、
飯能市長・大久保勝様、ＲＩ第２５７０地区ガバ
ナー・坂本元彦様、お忙しいところ大変有難
うございます。そして、地区役員の皆様、地区
内外のパストガバナー、ロータリアンの皆様
ご出席頂きまして大変有難うございます。第
３Ｇ会長幹事様、特に日高ＲＣの皆様におか
れましては例会変更され全員のご登録を頂き
誠に有難うございます。そして、遠路海を越
えてお越し下さいました、親愛なる大韓民国
東清州ＲＣの皆様ようこそお越し下さいまし
た。東清州ＲＣ様からはご高庇を頂戴してお
ります。改めて深甚なる感謝と敬意を表し厚
く御礼を申し上げます。また、地元各界を代
表されます皆様のご臨席を賜り、記念式典が
盛大かつ厳粛に挙行出来ます事は、飯能ＲＣ
全メンバーの喜びの極み、深く感謝し、会員
一同を代表して御礼を申し上げます。田中様
におかれましては記念講演を頂き、錦上花を
添えて頂き誠に有難うございます。
　飯能ＲＣは昭和３９年７月、入間ＲＣ様をスポ
ンサーに埼玉県で１９番目のクラブとして誕生。
半世紀に渡り今日まで歴代の会長幹事、先輩
諸兄の下、ご家族のご理解により、奉仕の理念
の下に数々の実績を積み上げて参りました。
スポンサークラブとして越生毛呂、日高ＲＣ様
の誕生、拡大の職責を果たし、大韓民国東清州
ＲＣ様とは姉妹提携し、お互い交流し合って
４５年の長きにわたり友情を育んで参りました。
地区においては優秀なる分区代理７名、ガバ
ナー補佐２名を輩出。また、地域社会に無くて
はならないＲＣとして、その責務を果たし、
着々と力強い基礎を築き上げて参りました。
５０年前の、創立されたメンバーに敬意を表し
先輩諸兄が創り上げた伝統を守り、ＲＣは地域
社会発展のため行動し、この５０周年を節目
とし、心新たに１００周年に向かって今日から
第一歩を踏み出します。
　本式典において中里昌平実行委員長には多
大なるご尽力を頂きました。記念事業に関して
は新井景三委員長より発表させて頂きます。
　ご来賓の皆様におかれましては今後共飯能
ＲＣにご指導ご支援を賜りますようお願い申
し上げます。本日は忙しさに紛れ行き届かな
いところが多々あるかもしれませんがロータ
リーの友情に免じてご容赦願います。どうぞ
ごゆるりとお過ごし頂ければ幸いでございます。
また、会員の奥様にはお手伝いをして頂き有
難うございます。本日ご来会の皆様のご健勝
ご多幸、さらなるご繁栄を心よりご祈念申し
上げ、私の歓迎のご挨拶とさせて頂きます。



【来賓祝辞】
国際ロータリー第２５７０地区ガバナー  坂本元彦様

　５０年前、私は１７歳の
高校生。「高校三年生」と
いう歌が流行っており、
２年生でしたから自分の
事のように嬉しかった気
持ちを持っております。
５０年の間に会員を倍近く
増やされ、２つの子クラブ
を創られた。埼玉では１９

番目ですが当地区では９番目。１０番目が秩父
です。５０年間に素晴らしい足跡を残されてき
た。ＲＣ的に言うと、世界で最初に「女性会員
を入れて欲しい」と言ったのはセイロン（現スリ
ランカ）で、飯能が創立した１９６４年にＲＩに対
し制定案を出しました。残念ながらその時は
否決されましたが、２５年後の１９８９年に認め
られます。「１９６４年」は、セイロンのクラブが
制定案を出した記念の年でもあります。
　２人の分区代理を出されたのは素晴らしい
事です。あと出すのは何か。単に５０年という
のではなく、チャーターメンバーの方がどう
いう思いでクラブを創られたかを再び思い起
こして頂き、５０年後にはどれだけ素晴らしい
クラブにするかという事をもう一度思って頂く
その節目の５０周年だと思います。過去の事
を将来にわたっての糧として頂くための記念
日でありますでしょうから、是非今後、地区の
ため、クラブのため、会員一同が過去の歴史を
良きものとしていいクラブづくりをして頂き
たい。あと残っているのは「ガバナー」という
ことになるのでしょうか。近いうちに出して
頂ければ地区としては有難いかなと思ってお
ります。よろしくお願いしたいと思います。

飯能市長　　　　　　　　　　大久保　勝様
「奉仕」「友情」というお話
もございました。パソコン、
コンピューターの時代に
至っても日本人の心、歴史
は決して変わるものでは
ございません。常日頃、汗
をかこうと職員に言ってお
ります。汗をかく、人を思う、
相手の事を喜ぶ、地域に奉

仕する、その事がまず日本人として、飯能市民と
して、そしてロータリーの皆様として一番大事
な事だと私は思っているところでございます。
日本人として一番大事な基本理念をしっかりと
保ち、１００年後も同じ理念で通して頂きたい。
　飯能駅南口は大河原工業団地の造成地に向い
ております。３１区画のうち２８区画が契約、新築
中です。素晴らしい時計塔を作って頂き改めて
飯能市民を代表して心より御礼申し上げます。
　桜花が満開。花は必ず１年に一度、花を咲かせ
てくれます。市長として市民の皆さんのために
必ず１年に一度、花を咲かせたい。ＲＣの皆様も
一年一年必ず成果を出す事が素晴らしい組織の
形だと思っております。ＲＣ様の思いと共に飯能
市も一生懸命努力したいと思っております。

限りないご支援を賜りまして日本一の飯能市
を作るため、皆様の英知、お力をお借りし、素
晴らしい飯能市に邁進をしたい。ワクワクす
る日本一の飯能市を目指しております。
「ロータリークラブって楽しい」のＣ、「入る
と嬉しい」のＣ、そして「素晴らしい」のＣ、
３つのＣを申し上げまして私のお祝いの言葉
とさせて頂きます。
　
大韓民国東清州ＲＣ会長エレクト  申 馨均様

　記念式典にお招き頂き
有難うございます。東清
州ＲＣを代表して心より
お祝いのご挨拶を申し上
げます。本日は誠におめ
でとうございます。
　貴クラブは親睦を基盤
として誠実に友情の輪を
広げ、職業を通じてあら

ゆる奉仕を活発にし、地域社会に大きく貢献
され、休むことなくロータリーの歯車を回し
続けて来られました。本日、創立５０周年式典は
同歴史の１つの区切りを表す輝かしい業績で
あり、その伝承を踏まえて将来のＲＣ発展へと
当たられ、飛躍されるであろうと思います。
　東清州ＲＣはそのような貴クラブと姉妹関係
にあるという事を大変誇りにしております。そ
して１９７０年より２つのクラブが築いてきた
素晴らしい友好関係は、ロータリアン同士が
手を結べば、如何に国際理解が得られるかを
世界に示す事になるのではないでしょうか。
これからも永遠に、両クラブが素晴らしい友
好関係を続ける事を東清州ＲＣの全会員は望
んでおります。飯能ＲＣの方々も同じ考えを
しておられると思います。
　最後に飯能ＲＣがますますロータリー精神
の高揚と地域の発展に貢献される事を願い、
会員各位の限りないご発展とご健勝を祈念致
しまして、お祝いの言葉とさせて頂きます。

入間ＲＣ会長　　　　　　　　　加藤国夫様
　創立５０周年おめでとうございます。地元の
発展に大きな役割を果たし、増強も熱心にされ、
第３Ｇのリーダー的存在としてご活躍。社会
変化の渦中にあって、歴代会長、会員のご努力
の賜物と深く敬意を表します。５０年前は安定
成長期、総中流と言われ沸き返っていた頃で
したがその後、幾多の変遷がありました。５０周
年を契機にますます地域の発展に努力される
事と皆様のご健康をご祈念申し上げます。

【記念講演】

「目標は高く」これが今日一番大事な事だと思い
ますね。専門家が言うには私達は脳を約１０％し
か使ってない。理由は、そんなに使う必要がない
から。毎日ごはんも食べられるし、何とか生活も

国際ロータリー会長を経験して

２０１２－１３年度 国際ロータリー会長 田中作次様



やっていける。
無理する必要
がない。面倒く
さい事はあまり
考えたくないと
いうのもあるか
もしれない。し
かしそれじゃま
ずいなと。死ぬ
まで…死ぬって
事はよくないか
ら生きてる間、
夢か目標か、全
員が持ち続けよ

うという事なのです。目標の方がいいかな。自分の目
標…特に好きな事がいいでしょう…目標を持てば
それに自動的に挑戦するか、頑張っていきます。
目標を持てば道を歩いていても電車に乗っても
問題意識がありますからそれに関する情報はあ
らゆるところからどんどん入って来る。何も考えな
い、目標が無かったら。いっぱい情報があるにも
関わらず「こんにちは。さようなら」と皆行っちゃう
んです。得をする生き方とは、「これをしたい」「ああ
したい」という事を思えば思う程、それに応えてく
れるものがあるという事です。収穫が違う。皆さ
んそうやっていらっしゃる事は分かっております
が、さらに他の方々にも伝えて欲しい。そう思えば
豊かな人生を築いていけると思います。
　創立５０周年記念式典の開催、誠におめでとう
ございます。飯能ＲＣは長い期間にわたり地域社
会の改善と発展に大きな貢献をされて参りました。
　１９４５（昭和２０）年の国連創設にはＲＣの４９名
のシニアリーダーが協力。１１月上旬のＲＣ国連日
には毎年、国連でＲＩ会長が演説する事になって
います。私の時もたくさんのロータリアンが来てく
れました。ＲＣは青少年交換プログラム等、未来
を築く青少年の育成に力を注いでいる事はご存
じの通り。２００２年からの「平和フェロー」育成プロ
グラムも順調に経過、力強い実績を示しています。
　ＲＣが力を入れて行っている６つの重点分野は
１）「平和と紛争解決」、２）「水と衛生」。飲めない水
を飲んで病気になる人が多い。地球は小さくなっ
たと言われるが、アフリカの５０位の国で豊かな
生活をしている所は多くない。都会からちょっと
入ると、子どもを産んでまもなくお母さんや子ど
もが亡くなってしまう。産婆さんが居ないのです。
お金が払えないから。そういうところにＲＣは産
婆さんの代わりになる人を教育して送り込む事も
している。３）「基本教育と識字率の向上」。字の読
めない人が７、８億人。お金が無くて勉強する閑
はない。小さい時から朝から晩まで水汲みのとこ
ろもある。４）「母子の健康」。５）「疾病予防と対策」。
６）「社会と地域の発展」。ＲＣとクラブ会員によっ
て地域の発展、改善がなされていく。３４，０００以上
のクラブが世界にあるという事は３４，０００以上の
地域にＲＣが存在するという事。こういう組織は
無い。ＲＣより大きなＮＧＯは沢山あるが「拠点」
を持っていない。ＲＣの本当の素晴らしさという
のは世界中に張り巡らされた「拠点」にあり、その
会員がいろいろ地域の発展、改善に尽くしている
という事。私達はそれを誇りとする事が出来ます。

　１９８５年（公式には１９８８年）に開始された「ポリ
オ撲滅」。ロータリアンの絶大な支援の下、３０年前
３０万件だったポリオの症例が現在３００。これは
ＲＣが一番力を入れているプログラムです。ビル＆
メリンダ・ゲイツ財団、国連や世界各国の政府か
ら非常に高く評価されている。撲滅の可能性も高
まってきた。症例が世界から無くなった日から３
年間を経た場合、初めてポリオ撲滅が宣言される。
世界の全ての子ども達が予防接種しない限りポ
リオは無くならない。アフガニスタン等、戦争の
ため出来なかった所があった。ナイジェリアでも
ポリオ撲滅活動をやっている医者が殺された。３
年位前でしたが今はそういう事はないと思います。
３年後に発生が無ければと言いましたが、それか
ら１年経った時に１つでも出る場合、また元に戻っ
てそこから３年。ポリオが撲滅される事になれば
ＲＣはノーベル賞を３つ貰っても足りない位だと
言われています。別にノーベル賞を貰うのが目的
ではなく価値を言っています。民間の団体を宣伝
広報しない事になっているが、ポリオが撲滅され
ればＲＣの活動が話される事になり、大きいと思
います。皆様のご協力をさらにお願いしたい。
　次に、ＲＩ会長というのはどういう役割なのか
を知って頂きたい。私が死んでしまうと誰も伝え
る人が居なくなる。どんな事を感じ、何をしている
のかを証人として聴いて頂きたい。将来のために
という事ですね。
　ＲＩ会長はＲＩの最高役員、第一の代弁者で、
国際大会とＲＩ理事会の会合を主催します。事務
総長に助言したり関連任務を行う。就任３年前に
指名委員会から指名されＲＩ会長ノミニーとなり、
１年前にＲＩ会長エレクトとなる。ＲＩ会長は原則
ＲＩ本部、米国イリノイ州エバンストンで執務。毎
月何かしらの会合が定期的に行われ、ＲＩ会長に
はこれらを司るという重責がある。ＲＣの設けた
各賞の審議やＲＩ本部を訪問するロータリアンと
の面会等、ハードなスケジュールをこなす。エバ
ンストンで執務する以外の日は世界各国を訪問
していると言っていい。各国の現または元政府指
導者との会談は義務になっている。
　ＲＣは、２００以上の国・地域（国数は１９５程）に
３４，０００以上のクラブがあり、１２０万人を超える事
業と専門職務のリーダーが集まった国際的ボラ
ンティア組織。高い倫理基準の適用が特に重視
される。クラブの管理主体がクラブ理事会である
ようにＲＩの管理主体は「ＲＩ理事会」。クラブ会
長がクラブ理事会の議長を務めるようにＲＩ会長
は「ＲＩ理事会」の議長を務める。世界中の全クラ
ブを代表する責務を持つ１７人とＲＩ会長、ＲＩ会
長エレクトの計１９人で構成。地区大会等へは１
か所でもＲＩ会長が行くと不公平になるため、仮
に行けるとしても行かない事になっており、代理
を立てる。ＲＩ会長指名委員、ＲＩ理事指名委員
を選挙するため、ＲＩ理事会が編成したクラブの
集団が「ゾーン」。ロータリーゾーン研究会での講
演や、毎年度とは限らないが「会長主催会議」と
いうのがある。私の年度、広島で「平和フォーラム」
を開催。ベルリンで３日間、ホノルルで３日間、世
界３か所で主催した。
　ロータリー「平和センタープログラム」では世界
６か所で平和研究の分野における修士号または



修了証を修得する機会を毎年１００人以上に提供。
現在８００～１０００人の元「平和フェロー」が世界各
地の政府や組織で重要な決定や役割を担ってい
る。２年間、平和について勉強した方々が国連や
関係機関、各国政府に配置され、それが増えてい
けばＲＣの影響は非常に大きくなる。そういう面
でも画期的だと思う。「青少年プログラム」では、
国際親善を促進するため、海外留学の機会を毎
年１１５か国８，５００人の高校生に与えている。
　エバンストンでの住まいは、会長ノミニー、エ
レクトの時は本部裏のアパート。会長年度には本
部から歩いて７分の、もっと良い場所に移る。しか
し一年のうち９０％は世界を回っている。土日は
休みで誰も居なくても、私は食事をしたら本部へ
行き自分の部屋で翌週以降の仕事の準備をした。
休む日は１日も無かった。
　ＲＩ会長立候補者は「会長になったらこういう
事をします」という１５分のカラービデオを（日本語
版と英語版の２本）作りシカゴ本部に送る。毎年
８月、エバンストンに世界３４ゾーンから１７人の
代表が集まり、そのビデオを見ながら討論、１日
で選挙で決める。毎年１０～１５人が立候補。同じ
候補者が数年続けて出る事もあるが途中で断念
する候補者も沢山居る。私の時は現ＲＩ会長ホァ
ンさん含め１０人。推されて「１回だけ」というので
出たら間違って上がってしまった。逃げる事は出
来ず、それならば一生懸命やろうと。（以前から立
候補の要請を受けていたが断っていた）
　スピーチは英語。通常の個人的な会話は日本
語の通訳を通して行う。年に３日位日本に帰れた
が家に居ることはほとんど無かった。「もう一度訪
問したい国」は「スイス」。理由は分からないがユン
グフラウという山が素晴らしい。防衛軍はあるが
戦争をした事がない。山を越えて出た事も攻撃を
受けた事も無い国。訪問したのは２年半で７０か
国以上。「健康維持の方法」は、くよくよしないでい
つも楽しく前向きに過ごす事。くよくよするとまず
胃に来る。胃が痛くなる。これはもう非常に身体
に悪い。「研究会の出席」は２１か所を２年間で。毎
年出席するのは米国の一部と日本、韓国、インド
等。「財団寄付額」は米国が１番、会員数も多い。
日本が２番。インド、韓国、ブラジル。「会員数」は
米国、インド、日本、韓国の順。「家族の紹介」は、バ
ンコクの国際大会では１４人、リスボン大会では
孫が１人増えて、１５人の私の家族が壇上で紹介さ
れた。「国際大会の最高登録数」は２００４年、大阪
大会「４万３千人」。昨日、韓国の方から「大阪を
抜いて４万５千にするから、田中さんよろしく」と
言われた。広島での平和会議のテーマは「平和
はあなたから始まる」、ベルリンは「国境のない平
和」、ホノルルは「平和にいたる緑の道」。各２千人
以上の参加があった。「自家用車」トヨタの中古車
が与えられたが運転はしなかった。５方面の交差
点でどっちへ曲がってよいか分からなくなった事
があり、乗らない方が良いと言われた。病気で休
んだ事は１日も無い。会長を終えて１年間は休
み。その後４年間は財団管理委員として務める。
前にもやったが、会長を終えた後は自動的にな
る。４年目は財団管理委員長。これが大変で、ま
た世界中を回っている。
　今日の若者はボランティアに対して強い関心を

抱いている。若者によるボランティアを促進する
と同時に、若者のリーダーシップと専門知識や技
能の向上を図る、インターアクト、ローターアクトクラブ
に繋げたい。米国には７，８５０のクラブ、３５万人の
会員が活動しているが、１２０万人の会員の３分の
２以上は米国以外の人。インドには３，０００以上の
クラブ、１２万人の会員。日本、ブラジルは各２，３００
のクラブがある。
「奉仕を通じて平和を」のテーマについて。どんな
些細な事でも人を助ける事がいずれは平和に繋
がると思うようになった。耳にはするが平和とはど
ういう事かを考える事はあまりない。一番簡単な
のは「平和ではない状態がどのようなものであるか」
を考える事。そう考えれば平和というのは「戦争
や暴力、飢餓、苦しみ、貧困を恐れる事のない状態」。
平和それ自体がどういう可能性を秘めているかで
定義すれば「思想の自由、選択の自由」である。

「安心出来る未来、安定した社会」であるとも言える。
もっと抽象的レベルで「幸福感や心の平穏」だと
も言える。平和が何を意味しているかは人によっ
て違う。どの定義が正しい・間違っているという事
ではなく「自分にとって」平和が意味する事が平和。
どのような意味でこの言葉を使うにしてもＲＣで
それを実現する事が出来る。保健、衛生、食糧、教
育等、人々 の基本的ニーズに応え、また、友情、人と
人との繋がり、思いやりといった心のニーズにも応
える事が出来る。さらに、国や民族間の友情や寛
容の精神を推進する事で、ＲＣは最も伝統的な
意味での平和、つまり「互いを理解する心」を養う
事が出来る。私は「超我の奉仕」は単なる標語で
はないと考える。それは誰の人生もさらに豊かで
有意義なものにする仕方を示していると思う。
（大木会員の質問に応えて）「ロータリアンであ
ること」自体が世界の平和に繋がっている。何故
か。世界の平和は基本は家庭から入る。家庭に
平和のない人が世界の平和は言えない。そして職
場の平和。まずお互いの長所を発見する習慣を
つける。悪い所探しをするから喧嘩になる。戦争
をやって勝者はない。一時的に勝ったような誤解
があるだけで、その後仕返しが来る。長い目で見
たら全部が被害者。勝者のない戦争なのだから
やるべきではない。これはＲＣの発想のお蔭かも
しれない。何の得もない。「目には目を」を変えて「目
にも愛を」。やられても仕返ししない。話し合う。
冷めてから話せば出来る事。人間というのは感情
だから、本当は言ってはいけない事を間違って相
手の傷つく事を言ったりする事がある。人を許す
寛容の精神。そしてリカバリーを考える事が多い
のではないか。国同士の戦争はほとんど無くなっ
たが、宗教、民族による地域紛争がある。ＲＩとし
ては宗教、民族問題には絶対に関わらない。ロー
タリー精神を勉強したロータリアンが個人として、
その地域の住民として関わるのはいいと思う。
（髙橋会員の質問に応えて）政治家に任せるの
ではなく、これからは地元の人達が、どのようにし
たらいいかという発言力を出していかなければ良
くならない時代に変わった。もちろん政治家は立
派な事をやってくれるが提案があればさらにやり
易いのではないか。他と同じような事を目指すの
ではなく、自分のところしか出来ないような、特徴
を生かす事に重点を置く。他では出来ない「これ



が出来る」というようなものが何かあるかもしれ
ない。他を真似しない方がいい。出来れば住まい
を変えたいくらい、飯能は自然がいいですね。
（和泉会員の質問に応えて）ＲＩで一番困ってい
るのはメディアが取り上げてくれない事。どうした
らいいかすぐ答えは出ないが、地域の若者達のグ
ループ、例えばインターアクター、ローターアクター、
それからＲＣと関係のない人達と奉仕活動を行
う事だ。一般の人がやっている場合、内容によっ
ては取り上げ易い。名前を出さず黙って一生懸命
やる。皆バッジをつけていた。「あのグループは誰
なんだ」と。「日本人と外国人のロータリーの違い
は」という質問があったが外国人は自分が一緒に
なって奉仕活動に入る。日本人は金は出すが奉
仕活動には入りたがらない。途上国のロータリア
ンは実際に汗水流してやっている。寄付は少ない。日
本は寄付は多いが実際に働く者は少ない。両方
必要。そういう面では感謝している。いろんな国

があっていい。年１回でもいい。地域が喜ぶ何か
をしよう。そうすれば、価値があるものだから取り
上げようとなる。物事を全部反対から考えるとい
う事もこれから必要かもしれない。
（日高・犬竹会員の質問に応えて）寄付には多く
の方が「参加」して欲しい。額ではなく参加者を
増やす。１００円でも寄付は寄付。額ではなく心だ
と思う。そういうふうにしていくべきだと思う。

【お祝いのことば】　石川嘉彦パストガバナー
　創立５０周年おめでとうございます。狭山、
入間、飯能の会員で構成されていた武蔵ＲＣ
の平岡、小林会員が「こんなに楽しくてために
なる会を何故飯能に創らないのか」という事
で創立したそうです。飯能の方は非常に誇り
高い。郷土愛に燃えている。例会自体、他と
少し違います。素晴らしい伝統を今も守って
おられる事を心からお祝い申し上げます。


