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当 番 山岸君、吉田（行）君

・点 鐘 山川会長
・ソング 君が代 奉仕の理想
・米山記念奨学生 ホアン・フォン・チーさん
・四つのテスト斉唱 田辺職業奉仕委員長
・卓 話 田辺直也様
【会長報告】
あとひと月。皆様の
ご指導ご協力有難うご
ざいました。最後まで
一生懸命やります。
今日は「測量の日」、
「泰平の眠りを覚ます
上喜撰たつた四杯で夜
も眠れず」提督ペリー
率いる黒船４隻が開港
を求めて浦賀に来航し
た日。最後の理事会がありました。
６／６新旧
会長幹事会、６／２０会長・地区委員長の反省会
（東松山）。ガバナー補佐は入間市の吉田様に
決定。５／３１市民会館で、明治天皇の玄孫、
竹田恒泰氏講演会。日本人でありながら日本
の知らない事がいろいろある、愉快な話も大
変ためになりました。飯能ＪＣ主催でした。
チーさんに奨学金を贈呈します（拍手）。
◎チーさん挨拶
就職活動を始めたところ。日本で就職する
事を決めたばかり、他の人と比べたら遅い方
なので多くの会社に応募しています。留学生
を積極的に採用している会社、ベトナムと関
わる会社を志望。将来ベトナムに帰りグロー
バル人材として日本の会社で得た経験を生か
したい。先週初面接。緊張し過ぎ、また準備

不足で上手くいかなかった。失敗したが勉強
になりました。次は自分の欠点を克服し、上
手く出来る様に頑張っていきたい。
【幹事報告】
本日、第１３回理事会。前回議事録確認。
５０周年記念事業の収支決算報告。親睦活動
委員会報告。クラブ協議会報告。小﨑会員よ
り退会届が出ています。
【委員会報告】
◎会計
市川君
６／３０決算。立替えているもの、未清算の
領収証等、早目に事務局にご提出ください。
◎次年度幹事
土屋（崇）君
第５２期第１回理事会１３：４０～名栗の間
【出席報告】無断欠席・ＭＵなし

馬場出席委員長

会 員 数
当
日
前々回修正
全 数 対 象 出席数 出席率 出 席 率
【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・田辺理事長ようこそ！本日は卓話よろしく
お願い致します。山川君、小川君、間邉君
髙橋君、矢島（高）君、矢島（巌）君、新井君
吉田（健）君、細田（吉）君、吉島君、神田（康）君
和泉君、馬場君、神田（敬）君、本橋君
・誕生日祝い有難うございました。 山岸君
・早退
木川君
本日計１９，
０００円、累計額１，
１７３，
６３６円。
◎１０日例会当番は吉澤、安藤会員です。

【卓
話】
講師紹介
神田（康）プログラム委員
第４２代飯能ＪＣ理事長。
田辺實会員のご次男。
飯能商事（株）取締役会長。座右の銘は「上求
菩提 下化衆生」
。
３０歳の若き青年リーダーと
して演題を依頼しました。人間学の探求にお
考えをお持ちです。本年度最後の卓話です。

ＪＣで 学 んだも の
（公社）飯能青年会議所

理事長

田辺直也様

１９８４年生まれの３０歳。ノーベル化学賞受賞
の田中耕一氏と誕生日は同じです。家族は妻、長
男、愛犬。０３年、聖望学園を卒業し、父の経営す
る葬儀社に入社。
１０年より代表取締役会長です。
０５年、
２０歳でＪＣに入会。会社に入って１年半
で仕事を覚えるのが精一杯。戸惑いが沢山あっ
た。何をする団体なのか、自分は何をすれば良い
のか。独特の雰囲気にも慣れず相談出来る先輩
も見つけられずにいた。一方で、
メンバーは経営者
としての視点を持ち、地域の事をよく知っていて
真剣に考えているという感想も持っていた。１年
経ち関東地区協議会に出向。先輩役員の運転手
かばん持ちをした事が転機に。移動中、不安に思
う事を先輩に相談出来るようになり、憧れの人も
出来た。それは当時の関東地区の会長。見た目も
格好良く、話が上手く、気配りが出来る。
「僕もこ
んな大人になりたい」
。将来の理想像となった。
関東地区協議会の
「青志塾」
では学校で得られ
なかった新しい知識を得られる喜びを感じた。
翌年も出向、青志塾担当委員会に配属。立場が
変わり、知識を提供する事に喜びを感じるように
なった。
自信が出て、
翌０８年には飯能ＪＣの理事
委員長に立候補してなった。
「何をするか」
は考え
ておらず
「出来る事は何でもやってやる」
と１年間
駆け抜けた。沢山失敗し沢山怒られたが、皆の支
えの中で務める事が出来た。０９年、会員拡大委
員長として１３名の拡大。日本ＪＣから「副議長を
やってみろ」
という声が掛かる。
全国で史上最年少
の副議長。会頭訪問の担当。日本ＪＣでは毎年、
会頭が４７ブロック全てを訪問、方針等を直接メ
ンバーに訴えかける。未熟な私は多くの方にご迷
惑をお掛けしながらも４５都道府県を会頭と回り
大きな経験を得る。
翌年も出向。
「頭は良くないが
やる気と根性だけはある」
という事だったのか会
員拡大セミナーを担当。
２０都道府県で理事長達
へのプレゼンターを務め大きな自信を得た。
「もっ
と挑戦してみたい」
と思うようになり、
立候補すれ
ば史上最年少の日本ＪＣ役員にという約束もして
頂く。
しかし飯能ＪＣ理事長に相談すると大反対
を受け、
「お前はまだ飯能ＪＣのメンバーから信頼
が得られていない。そんなヤツが日本ＪＣの委員
長になったところで誰もついていきたいとは思わ
ない。飯能で経験と実績を積み、信頼を得られる
ような人間になれ」
と言われ、
日本ＪＣ委員長にな
る事は出来なかった。しかしながら、
１１年、飯能
ＪＣでメイン事業実行委員長に任命。頑張って企
画も出来上がった頃、東日本大震災が起こってし
まい予定していた事業は中止。１２年は専務理事
として頑張っていたのが、
６月、
難病ギラン・バレー
症候群に罹患。全身の運動神経が麻痺し寝たき

りになってしまった。一時
呼吸も苦しくなり心肺停止
の可能性も言われたが、
幸い
若かった事、
治療が早かっ
た事で、１か月少しで完治。
しかしＪＣに対するモチベー
ションは下がってしまった。
日
本ＪＣ委員長のチャンスを貰
いながら出来ず、飯能で頑
張ろうという時に大震災、
専務理事で病気に。１３年、
“スリープ・メンバー”
休眠状態となる。プライベートでは結婚し長男が
誕生。
１４年度の理事長になる人間から
「副理事長
をやれ。
お前はこのまま腐っていいのか」
と言われ
日本ＪＣには人材グループ「室幹事」として出向。
スリープ・メンバーだった私に飯能、日本ＪＣから
大きなチャンスを頂く事が出来、
モチベーションも
Ｖ字回復。
１年間駆け抜けて今年、
理事長に立候補、
承認頂いた。３０歳の理事長は飯能歴代最年少。
全国約７００人の中でも２番目に若い理事長です。
リーダーとして心掛けている事は３つ。
「大きな
夢や理想を描ける人」出来ない理由は出来る可
能性。
「お金が足らない」
等、
出来ない理由がはっき
りしているならそれをクリアすれば出来る可能性
に変わる。一度描いたものをさらに膨らませて考
えてみる。
「成功を求める人より挑戦を求める人」
出来る事はやらなくていい。出来ない事に挑戦
するのがＪＣ。それが青年。率先して恥をかける、
素直に自分の失敗や過ちを認め受け入れられる
事。
「他人のために本気になれる人」他人の喜怒
哀楽に本気で寄り添う。若者は感情の起伏が激
しい。いい時だけ一緒に居るのではなく、どんな
時でも大切な仲間に本気で寄り添えるかどうか。
ＪＣが目指すのは
「アンパンマン」
。
共通点は「自
己犠牲」
。
メンバーの全国平均年収は６００万円を
割る。
県の４０歳公務員の平均年収７００万円より
安い給料で奉仕活動を行っている。
時間も金も無
いが、愛する地域のため、自分達の子ども達がこ
れから生きていく地域のため少しでも何か出来な
いかと頑張っている。もう１つの共通点は「弱点
を受け入れた上でチャレンジ出来る」
事。アンパン
マンは頭が汚れたり濡れたりすると力が弱くな
る。ＪＣメンバーも自分の悪い所を分かりながら、
でもチャレンジしないと成長が無いので
「やるし
かない」
という事で助け合いながら頑張っている。
アンパンマンのようにその存在だけで地域に希望
を与えられる、勇気ある行動が地域に元気を与え
られる、そんな存在になっていきたい。
引き続きＪＣメンバーをよろしくお願いします。
月
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例会数

行 事 予 定

当 番

［担当委員会］

福 島 君
（伴）
君
細田
［会長・幹事］
【結婚・誕生日祝】 橋 本 君
クラブ協議会
平 沼 君
［会長・幹事］
半 田 君
クラブ協議会
服 部 君
［会長・幹事］
細田
（吉）
君
石 井 君
ガバナー補佐訪問
［会長・幹事］
【四つのテスト】

クラブ協議会

例会取消（定款による）
※次週の例会案内は省略。

