“ 人類に奉仕するロータリー”
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例会場：ホテル・ヘリテイジ飯能sta.

ロータリー親睦活動月間

雨
小 川 晃 男

矢 島 高 明
当 番 神田（康）君、木川君

・点 鐘 小川会長
・ソング それでこそロータリー
・ビジター（日高）清水敬一郎様 山本英勝様
小峰政夫様
【会長報告】
夜間例会、柏木会員お世話になりました。
親睦活動委員会の皆様お疲れ様でした。
和泉エレクトより、
７／３（月）２１時～２５７０
地区制作のＤＶＤ「ロータリーにようこそ」
を飯能日高テレビにて放映しますとの事。
土浦南ＲＣ稲本会員より御礼：お孫さん
（ひろくん）の米国での心臓移植手術に３億円
近く寄付金が集まったところで、出発直前に
国内でドナーが見つかり、東京大学医学部附
属病院で手術。それまで補助人工心臓でベッ
ドの上だったお孫さんは６／１に退院、
部屋の
中を歩いているとの嬉しいニュースです。
今は五大奉仕だが、
ずっと四大奉仕でした。
１９２７
（Ｓ２）
年、ロンドンのある会員が
「クラ
ブ奉仕」
「職業奉仕」
「社会奉仕」
「国際奉仕」
を
打ち出したのが始まり。その時「職業奉仕」
は
Vocational Service。Vocationは
「天職」
（神様
に授けられた仕事）
。ＲＣの二大モットーの
１つ“He Profits Most Who Serves Best”
を唱えたシェルドンはビジネススクールの経
営者で、教科書にはVocationという言葉をあ
えて使わないようにしていた。
「皆のためを思
って経営すると結局自分がうまくいく」とい
う理念をサイエンスとして構築したかったか
ら。ところが欧州の人はVocationではなく
Occupationを使われるとカチンと来る。規定
審議会では「He Profitsをモットーから外せ」
という動議を何度も出したり、
「Heは男性だか
らダメだ」
等と因縁を付けた。RIBI
（Rotary

International in Great Britain and Ireland）
という、
ＲＩからある程度独立したテリトリー
ユニット
（１９２２年創立）
もあり発言力もあった。
四大奉仕が確立した２年後の１９２９年、シェ
ルドンはＲＩを退会。しかし、その精神は今
に続いているというお話です。
【幹事報告】
本日のクラブ協議会、１０名の委員長の皆
様、よろしくお願いします。
◎日高ＲＣ清水会長
飯能クラブにお邪魔するのは合同例会も含
め６回。ふた月に一遍は皆様のお顔を拝見し
ている一年でした。次年度は山本会員が会長
です。親子の関係を超えた強い絆でどうぞ来
年もよろしくお願い致します。今年は本当に
お世話になり有難うございました。
◎日高ＲＣ小峰パスト会長
１月、
日高市役所３階大会議室で
「自治会区
長会議」
の席上倒れ、埼玉医大に緊急入院。
１００ｃｃ位の脳出血で、右側で出血したため
左半身がマヒ状況。間邉先輩が見舞って下さ
ったり、清水会長からも「飯能の先輩方から
協力頂いて助かっている」と再三聞いており
ました。今日は飯能の先輩方のお顔を拝見出
来て嬉しい。本当に有難うございました。
【委員会報告】
◎次年度幹事
土屋（良）君
理事会は第１例会前の１１時から開催しま
す。クラブ協議会、ご都合が悪いようでした
ら私までお話頂ければと思います。
◎雑誌委員会
福島君
「友」６月号。
横組Ｐ８、特集
「国境を超えアジ
アの人々のために」。縦組Ｐ９～蓼科ＲＣ。
白樺湖、女神湖は学生時代３０回以上行きま

した。Ｐ１５
「読書のすすめ」
「世の中で一番
惨めな事は人間として教養の無い事である」
（福沢諭吉）興味深く読みました。
【出席報告】無届欠席０ 中山出席向上委員長

会 員 数
当
日
前々回修正
全 数 対 象 出席数 出席率 出 席 率
【Ｍ
Ｕ】
６／１３
（入間南）沢辺君
６／１５
（入間）沢辺君
【結婚・誕生日祝】
本橋親睦活動委員
◇入会記念日おめでとう
新井君、藤原君、中山君、福島君、本橋君
伊澤君
◇結婚記念日おめでとう
坂本君
◇会員誕生日おめでとう
２馬場君、中里（光）君、３森君、６新井君
１７半田君、２７和泉君、２９大木君
◇夫人誕生日おめでとう
３安藤夫人、９杉田夫人、２０矢島（高）夫人
２８前島夫人
【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・飯能ＲＣの皆様、一年間大変お世話になり
ました。
（日高）清水敬一郎様、山本英勝様
・ご心配頂きましたが今月無事に退院しまし
た。
（日高）小峰政夫様
・日高ＲＣ清水会長、山本会長エレクト、小峰
パスト会長ようこそ。 小川君、矢島（高）君
島田君、馬場君、中里（忠）君、間邉君
髙橋君、山川君、新井君
・結婚記念日お祝い有難うございます。 坂本君
・誕生日お祝い有難うございます。
森君、新井君、大木君
・妻の誕生日お祝い有難うございます。
杉田君、矢島（高）君、安藤君
・入会記念日お祝い有難うございます。
本橋君、中山君、新井君、馬場君
・某百貨店のコンペで２年連続優勝しました。今
年も一年分の酒を頂きました。
中里（忠）君
本日計４７，
０００円、累計額１，
１３７，
００３円。
◎２８日例会当番は小谷野、柏木会員です。
＝クラブ協議会＝
司会：小川会長
◎小川晃男会長報告
ＰＥＴＳで「会長
報告ではＲＣに関連
した話を」と言われ
自分なりに勉強して
少しずつご報告させ
て頂いた。前嶋ガバ
ナーからは「知恵と
元気を」会員数を増
やし元気を出す、そ
のために出席率も上
げなければとのお話
でした。私は「ロータリーを心で感じよう」と申し
上げました。会長職を受けながら実はＲＣを知ら
ない。それでは本当にＲＣを好きになれないので
はないかと思い、
「奉仕」の概念とは何なのかを
自分なりに勉強してきました。会員増強委員会の
大変なご活躍で４名の増員が出来ました。地区で
も４名以上の増強は４～５クラブで、義務を果た
したかなと思うところです。

◎島田秀和副会長報告
例会での副会長の発言は簡単だと思っていた
のですが何回か噛みました。来年度、エレクトと
して一生懸命ＲＣについて勉強したいと思います。
◎矢島高明幹事報告
役員任務は１年ではなく１年
半位でしょうか。入会して１４年
目ですがＲＣ全体の流れはほと
んど分からない事ばかりで、
「今、
分かったか」
と言うとまだまだ分
からないのが現実です。良い機
会を与えて頂き、中途半端だっ
た気持ちも一生懸命やろうと改
まりました。皆様のご協力があ
ってこその良い１年間でした。
◎馬場正春ＳＡＡ報告
赤い襷の重みをひしと感じながら間違いも多く
「もう１年やれ」
との話も。次年度は立派な市川会
員。
前任・吉田
（行）
会員にはいろいろ教えて頂いた。
来週は最後のメニュー紹介をさせて頂きます。
◎中里昌平クラブ奉仕委員長報告
中里
（忠）
委員と担当。彼は次年度、地区クラブ奉
仕委員です。最も重要な毎週の例会。出席、プロ
グラム、親睦、それぞれの委員会のお蔭で充実し
た例会が運営されました。目立ったのは「会長報
告」
。よく勉強され、ＲＣに関する知識はガバナー
以上なのではないか。なるべく早い時点でガバナ
ーをお願いしたいと思っております。
◎中山久喜出席向上委員長報告
半田、奥冨委員と担当。１）
ＭＵ推進のため第３
Ｇ例会場・事務局の連絡先を配付。２）
ＭＵのお
客様お迎え手伝い。３）
１１／６熊谷「さくらめいと」
地区大会１５名参加。
バス手配。
懇親会
「日日香」
１１
名。４）
２／９所沢「ＭＵＳＥ」
ＩＭ２６名参加。バス手
配。懇親会
「暖らん」
２１名。５）
５／２４中里
（昌）
クラブ
奉仕委員長卓話。６）
出席報告。
７）
１００％出席者
に記念品贈呈（７月中旬以降）。
◎森 健二プログラム委員長報告
２月位からスケジュール作り。５０数回の卓話
講師、
「ドタキャンされたらどうしよう」と不安でし
た。前の委員長の中里
（忠）
会員は「常にネタを３つ
位持っていて、いつドタキャンされても大丈夫だ
った」とのお話。幸いにも滞りなく済みました。ア
ンケートにはたくさんのご意見を頂き、結果的に
皆様からのご紹介で埋まってしまった。余ったネ
タは次の委員長にお渡ししておきます。
◎前島宏之親睦活動委員長報告
山川、
神田
（敬）
、
大崎、
本橋、
坂本、
伊澤、
大野
（泰）
委
員と担当。
８／１７八王子
「坂福」
芸者さんと楽しいひ
と時を皮切りに夜間例会３回。Ｘマス例会７９名
参加。
１０／１３親睦ゴルフ
「飯能グリーンＣＣ」
２３名
参加。４／２１日高合同ゴルフコンペ「高麗川ＣＣ」
飯能１８名、
日高１４名参加。親睦旅行は２／１１
・
１２
に下見。有馬温泉は姫路城から遠く、塩田温泉に
宿泊地を変更して５／１３
・
１４実施。４１名の参加。
来年度も「世界遺産の旅」は続く予定です。
◎新井景三職業奉仕委員長報告
木川、平沼委員と担当。四つのテスト、日本語
での唱和。原語の解釈は難しいと米山翁も言わ
れました。解釈の違いを噛みしめながら読んで頂
かないと意味がないのかなと思っております。１
年間ご協力を頂き有難うございました。
◎吉澤文男環境保全委員長報告
橋本、大附委員と担当。
「何かひとつできるこ
とから始めよう」と心掛けました。はんのう市民
環境会議と連携し保全活動。市の緑水課へゴミ
袋寄贈。飯能新緑ツーデーマーチ、
２０名で１０ｋｍ
を楽しく歩きました。

