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桜の中央公園と天覧山

“ 世界へのプレゼントになろう”
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「ロータリーの心を実践しよう」
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当 番 神田（康）君、木川君

・点 鐘 間邉会長
・ソング 君が代 奉仕の理想
・ビジター（入間）水村雅啓様
・四つのテスト斉唱 川口職業奉仕委員
・卓 話 岡部みゆき様（坂戸さつき）
【会長報告】
４月に入り天候は今日が一番。今週いっぱ
い桜が楽しめるのではないかと思います。４
月は出会いの時期、いろんな出会いがあると
思います。地区大会には大勢参加頂き有難う
ございました。橋本、加藤パスト会長が表彰
されました。橋本会員は３０年以上１００％出席
と９０歳以上で現役。加藤会員は９０歳以上
で現役、の表彰です
（拍手）
。
【幹事報告】
本日１１時半より第１１回理事会。５月のプロ
グラム承認。３月末、松下、塩野様、退会。松下
様の後任者、
入会承認。５／２１
（土）狭山市勤労福
祉センターで第３Ｇフレッシュロータリアン
研修会、
入会３年未満の方、
ご出席よろしく。
水村様より入間市制施行５０周年記念古典芸
能鑑賞会６／２５
（土）１４時半～入間市産業文化
センター、ご興味のある方はどうぞ。
◎例会変更のお知らせ
◇所沢西ＲＣ
・４／１９
（火） 例会振替４／１７・１８親睦旅行
・５／３（火） 例会取消（定款６-１-Ｃ）
・５／１０
（火） 例会振替５／９
（月）市内５クラブ合同例会
・６／７（火） 炉辺会議
（夜間） 堤新亭
【委員会報告】
◎親睦活動委員会
中山君
４／１５
（金）飯能日高合同ゴルフコンペ組合せ
表を配付。集合８時半前、飯能グリーン。

◎会報・広報委員会
杉田君
５／２８・２９飯能新緑ツーデーマーチ、日曜
１０kmコースに参加。青空の下歩くのは夜と
違ってたいへん気持ちのよいものです。参加
してみたいという方は事務局まで。
◎次年度幹事
矢島（高）君
本日清河園で次年度役員委員長顔合わせ。
４／２４（日）深谷、埼玉工業大学キャンパス内
で地区協議会。
９名対象。
飯能駅南口８時発。
次年度座談会４／２５～２８満寿家１８時半～。
日程調整には早目の申告をお願いします。
◎ウオーキング・イベント
細田（吉）君
「（一社）奥武蔵・天覧山周辺再生の会」
では田部
井淳子さんを迎え、
４／１０
「天覧山から三峡を
巡る花見旅」
を開催。理事会で承認頂く前に
チラシにクラブ名を載せてしまいました。飯
能を賑やかに元気にしたいという「再生の会」
会員になって頂き、ご協力お願いします。
【出席報告】

伊澤出席委員
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【Ｍ
Ｕ】
４／５（入間南）山川君
【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・誕生日祝い有難うございました。杉田君、本橋君
・結婚記念日祝い有難うございました。杉田君
・
「諏訪八幡神社５００年祭の御礼」
飯能中心市街地５
か町の氏神様である諏訪八幡神社の創建５００年記念式
典、並びに祝賀会が４／３に行われました。ロータリーの皆
様にも色々と御協力頂き有難うございました。特に５か町に
お住いの方々には、多額の御寄付を頂戴し、心から感謝申

し上げます。お陰様で「後世に残る朱塗りの美しい社殿」が
出来上りました。厚く御礼申し上げます。
加藤君

・岡部みゆき様、
ようこそ！本日は卓話よろしくお
願い致します。 矢島（巌）
君、細田
（伴）
君、吉島君
島田君、服部君、前島君、間邉君、和泉君
小川君、土屋
（崇）
君、吉田
（行）
君
・大変お世話になります！
岡部みゆき様
・本日はお世話になります。今日は岡部公共イメ
ージ委員長の応援団で参りました。どうぞよろ
しくお願いします。
水村雅啓様
（入間）
・早退
半田君、大野（康）君
本日計３３，
０００円、累計額９４２，
０４１円。
◎１３日例会当番は小谷野、柏木会員です。
【卓
話】
講師紹介
杉田会報・広報委員長
Ｈ７年３月、
坂戸さつきＲＣ入会。Ｈ２２年、
会長。Ｈ２５年、
地区米山学友委員長、
Ｈ２６年
より公共イメージ委員長としてご活躍です。

公共イメージって！
第２５７０地区 クラブ奉仕部門
公共イメージ委員長

岡部みゆき様
（坂戸さつきＲＣ）

「車の両輪」クラブ奉仕部門会員増強委員長
の水村様も応援団として来て下さいました。
私は飯能で育ち、学び、大人になりました。
飯能市は奥武蔵の文化都市。西武線に乗って
学校に通い、西武線に乗って通勤した懐かし
い場所。保険会社勤務からこの飯能で働きま
した。
「文化新聞」
「東都新聞」
「市民新聞」
が存在
した町。当時私は
「市民新聞」
を作っており、
飯能ＲＣとの懇談会でポリオ・小児麻痺のお
話を伺い、ＲＣの公益性を認識し「お金持ち
お食事会」というイメージがその時に少し変
わりました。あれから３０年。何とポリオは
あと少し、
「エンドポリオ」となりました。
地区は５１クラブ。川越、熊谷、入間、秩父等
の都市と並び、故郷・飯能は「旦那衆が存在
した町」と私はイメージしています。
「公共イメージ委員会」
とは、広報雑誌委員会
から、
世間の風潮やＲＩ方針と共に進化した委
員会。良い事をしている事を世の中の方に知
って頂いて組織を強化します。少子高齢化で
会員数は減少。良い事をしていれば世間様に
認められるという陰徳の精神を先輩から引き
継いで来たＲＣですが、これからは外向けに
発信しよう、というのが当委員会「認知度の
向上」のベースとなっています。
飯能ＪＣの子クラブが坂戸ＪＣ。
「ＲＣに長く
居ればそれだけ血や肉となるよ」
との事で、
当
時川越に事業所を開設して２年目の私は川越
ＲＣではなく坂戸さつきに入会。在籍２１年、
地区出向は通算１１年です。
地区テーマは
「ロータリーの心を実践しよう」
です。テーマの刷り込みも当部門の責務。
「公
共イメージ」
を上げ、認知度を高めて「会員増
強」
する。
「車の両輪」
です。飯能は「紺の鎧」
を
着た方が多く、女性が居ない事が分かりまし
た。川越の４クラブのうち川越小江戸には女
性会員が存在します。会員が亡くなり、配偶
者を入れたのがきっかけ。理事会で通れば女
性会員も入れると良いかなぁとも思います。
責任ある地域のリーダーとして、世界の切
実な課題を解決するために、ロータリアンの
プライドをもって行動して頂きたい。
「ロータリーカード」をお持ちの方は？……
使うだけで自動的に財団に寄付。私はポイン

トを貯めて夫の名前で財
団に寄付していました。
「ロータリーって何？」
と聞かれたら……「自己
研鑽の場」
「入ってみて勉
強して下さい」
。他に
「リ
ーダーが集いアイデアを
出し合う団体」
「世界平和
のために奉仕活動をして
いる」
等。エレベーターの
中で説明出来るショート
スピーチを考えて頂きたい。
「ロータリアン」
そのものがロータリーを表すという事を心に
留めて頂ければと思います。
「世界へのプレゼントになろう」ロータリー
こそ、世界へのプレゼントの
「入口」
。ロータ
リアンならば財団を通して国際奉仕、青少年
交換、米山を通して奨学生受け入れ等、容易
にプレゼントが出来ます。
「ライフワーク」
の
１つとしてのロータリーライフではないかな
と私は思っています。
坂本年度、
「ロータリーデー」について試行
錯誤、クラブ奉仕として
「楽天」
執行役員から
インターネットの有効性を学んだ。高柳年度、
コミュニティー放送
（ＦＭ茶笛）
とＲＣの関わ
りを学ぶ。劇団アミーゴ
（水村会員主宰）
『ポー
ルと梅吉』の上演（ＤＶＤ販売中）。社会奉仕
「見守ろうシニア…」の幟旗とは別に「ロータ
リーデー」
の幟旗を製作。
使用例を募ったとこ
ろ５５％のクラブが使用。
倉庫の肥やしにせず
献血、
市のイベント等でご使用下さい。
一昨年１１月、
名古屋でロータリーデー開催。
昨年２／４ジャパン・ロータリーデーin Tokyo（お
台場・ホテルグランパシフィック）
にはホァン会
長がお越しになり盛り上がりました。事例発表
でも既存のクラブ行事にエッセンスを加える
事で「ロータリーデー」は可能。難しいもので
はありません。地区もサポートします。市民
公開の例会やＩＭの基調講演を公開にする
等。
ＰＣに長けた方は
「ＭＹ ＲＯＴＡＲＹ」にログイン
してみて下さい。
「ロータリーデー」
の定着化、
活動の認知度ＵＰ、ロータリアンのブランド
化を更に図りたい。
次年度は「ロータリーデー」の進化に加え
ＭＵに力を入れます。今日びっくりしたのは
「四つのテスト」を英語で斉唱した事。旅先や
海外でＭＵして、多くのロータリアンと知り
合う事も大切。新入会員が入ったら東京クラ
ブに皆さんでＭＵに行って下さい。ガバナー
月信への記事も考えたい。ディスカッション
リーダーもどんどん取り、飯能の知恵と力を
地区へ。出向もお願いしたいと思います。
私はまだまだ未熟な人間です。しかし、故
郷・飯能を誇りにこれからも努力努力で邁進
していきたいと思います。

地区大会：３月２７日（日） 本庄

