
・点　鐘　島田会長
・ソング　君が代 奉仕の理想 四つのテスト
・ビジター ２０１８－２０１９年度 ＲＩ第２５７０地区第３グループ

　　　　　　ガバナー補佐 細淵克則様（入間ＲＣ）
・卓　話　服部融亮会員

【入会式】
◎新入会員紹介　　　　　　　　 中里（昌）君
石倉直治（いしくらなおはる）様　１９６９年、沼津市
生まれ。静岡県立伊豆中央高校から千葉大学
園芸学部に入学。９２年、協和埼玉銀行に入行。
埼玉りそな銀行松原支店長をふりだしに、１６年
宮代支店長、昨年飯能支店長に就任。私の入会
当時、例会場は埼玉銀行２階。頭取の長島恭助
氏が熱心なロータリアンで、拡大時の特別代
表もされた方。県内ほぼ全てのＲＣが埼玉銀行
の支店を会場に使っていたと思います。金融
危機で公的資金を注入した頃、銀行関係の会
員が多く辞められ、約２０年が経過。やっと入
会して頂く事になりました。どうかＲＣを楽し
んで頂きながらご活躍頂きたいと思います。

◎石倉会員挨拶
　伝統ある飯能ＲＣに入
会出来た事を大変嬉しく
思っております。ＲＣと縁
の深い会社であったわけ
ですが一時退会させて頂
いた経緯がございます。
歴代支店長に長年にわた
りお声掛け頂き、やっと
戻ってくる事が出来まし
た。未熟者ですが皆様の

ご指導を頂きながら奉仕活動を含め頑張って
いきたいと思います。よろしくお願い致します。
◎島田会長よりバッジ装着・歓迎の言葉／誓
いの言葉／会長より額・四つのテスト・バナー

贈呈／間邉Ｒ情報委員長より資料贈呈／馬場
幹事より会員証贈呈・所属発表「社会奉仕」
／乾杯：中里（昌）パスト会長

◎細淵克則第３Ｇガバナー補佐よりご挨拶
　ＩＭにはたくさんのご出席を頂き有難うご
ざいました。ヘリテイジさんには素晴らしい
会場を提供して頂き、お世話になりました。

【会長報告】
　１／３０に、今後の方向性等いろんな意見を
出して頂く話し合いを５委員会でもちました。
すぐ出来る事、来年以降になる事業も出され、
理事会で揉ませて頂きました。増強を一生懸
命やらせてもらっていますが「ＲＣが何をやっ
ているか」「どんな人が入っているか」が市民に
伝わっていません。そこで「どんな人が会員か」
を宣伝させてもらう事を提案させて頂きまし
た。「文化新聞」「飯能日高テレビ」に会員名、会
社名を２回程出させて頂きたい。細かい部分、
予算は不明ですが承認頂きました。「そういう
ところに出してもらっては困る」という方が
居られましたら早目にスタッフに申し出て頂
きたいと思います。細淵様には例会後、パス
ト会長会議をよろしくお願い致します。
　

【幹事報告】
　第９回理事会を開催。前回議事録確認。３月
プログラム承認。地区大会の出席予定者２３名。
第５５期中間決算報告、承認。入会式の件。その
他、増強について。親睦旅行の日程変更。例会
終了後、パスト会長会議です。
　【委員会報告】
◎親睦活動委員会　　　　　　　　　市川君
　親睦旅行は５／１２（日）・１３（月）奈良方面。詳細
は後日。多数のご参加お願い致します。

飯能ロータリークラブ 会報

平和と紛争予防／紛争解決月間

当 番 吉島君、矢島（高）君

第 例会

インスピレーションになろう

「想いを繋ぎ地域と国の発展に奉仕する」

島 田 秀 和 馬 場 正 春

例会場：ホテル・ヘリテイジ飯能sta.
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細 淵 克 則第３グループ
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天　候 雨

会　長 幹　事

例会日 水曜日（12:30～13:30）

事務局：東京電力パワーグリッド㈱川越支社飯能事務所内



【出席報告】無届欠席０ 加藤出席向上委員長
　
　
　
　
　

【Ｍ　　Ｕ】
１／３１（入間）沢辺君
　

【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・ＩＭでは大変お世話になりました。有難う
　ございます。２０１８－２０１９年度ＲＩ第２５７０地区
　　　　第３Ｇガバナー補佐 細淵克則様（入間）
・細淵ガバナー補佐ようこそいらっしゃいま
　した。　　　 細田（伴）君、和泉君、加藤君
・石倉様、入会おめでとうございます。
　細田（伴）君、加藤君、矢島（巌）君、吉田（武）君
　　　　　　 新井（景）君、矢島（高）君、本橋君
・結婚記念日お祝い有難うございます。吉田（健）君
・服部クラブ奉仕委員長、卓話を楽しみにして
　います。よろしくお願いします。 矢島（巌）君
　細田（吉）君、神田（康）君、新井（景）君、杉田君
・妻の誕生日、お祝い有難う。　　　石井君
・卓話させて頂きます。つたない話ですがお
　聞きください。　　　　　　　　　服部君
・早退します。　　吉島君、半田君、吉澤君
本日計２６，０００円、累計額６０３，００１円。
◎１３日例会当番は吉田（行）、吉澤会員です。

【卓　　話】
講師紹介　　　　　　　間邉ロータリー情報委員長
　観音寺住職。飯能幼稚園理事長。ＲＣ歴２０年目、
５９歳です。

　クラブ奉仕委員会の神田（康）、細田（吉）委員に続いて
橋本委員に卓話をお願い出来ればと思ったのです
が、退会されたため私が担当致します。
　私は１９５９年５月１８日生まれです。８９年に先代
住職が亡くなり、住職と幼稚園理事長を同時に務め
る事となりました。同年、飯能ＪＣ入会。９６年、同
理事長。９９年に卒業して「やれやれ」と思っていたと
ころ、兼務する金蔵寺の総代・大野康夫氏（大野木材）
が来られ、ＲＣに入会する事となりました（００年）。
　親睦、社奉、環境保全の委員を務めた後、０５年、雑
誌委員長を拝命。以来、会員増強（０６年）、プログラム

（０７年）、親睦（１１年）、環境保全（１４年）、社奉（１５年）、
本年度、クラブ奉仕で、委員長は８回となりました。
　委員長として輝いた功績が多々あり（笑）、会員増強
委員長の時には候補者のところに伺う際に持参する

「バインダー」を作ったところ８名が入会。矢島（巌）会
長（当時）からは「もう何人か入れると表彰されるよ」
とはっぱをかけられました。トップに立たれる方に

「増強したい」という強い気持ちがあった事、前年度
増強委員長（現・島田会長）と一緒にタッグを組んで
訪問した事が増強に繋がったものと思います。プロ
グラム委員長の時には理事会上程用の予定表、卓話
講師依頼の「フォーマット」を作らせて頂き、親睦委
員長時は安藤会長（当時）から「服部だったら京都だ
ろう」という事で、５２名で楽しく旅行に参りました。
　ＪＣでの１０年間の活動を引き継いで、ＲＣでも
最初は「額に汗し自ら行動」「能動的に発信すべき」と
いうような事を言っていましたが、ある時、先輩に諭
されました。「服部君、例会場を見回してごらん。額に
汗したらどうなるか」。「ああ、そうか」と思いました。
ロータリアンはＷｅＳｅｒｖｅではなく、ＩＳｅｒｖｅで
あるという事がだんだん分かってきました。
　そして「奉仕とは何か」を考え始めました。

「奉仕」１）神仏に奉仕。
２）社会に奉仕：利害を離れて
国家や社会等のために尽くす。
３）商人が品物を安く売る。
１）は既にやっている事。
２）は何か？ そこで「観音寺」
住職として「東日本大震災」の
慰霊法要、被災地の物品の販
売を行いました。「震災復興元
気市」開催や「淡路島カレー」、
福島のもち米を使った「つきた
て餅」の販売等。原点は９５年。

ＪＣ理事長として新年総会を開く２日前に「阪神淡
路大震災」が発生したのです。懇親会は取止め、緊急
動議で「震災対策委員会」を立ち上げ、物資の提供を
お願いしたところ、メンバーからワゴン２台分の缶詰
が集まりました。発生から１週間の被災地で、高速道
路が倒れているのを見、サイレンの音を聞きました。
一番覚えているのはむせ返るような「臭い」でした。
　社会奉仕のもう１つは「花と音楽の集い」です。高
麗神社、秩父御嶽神社、慈眼寺、正福寺の、宮司、住職で
神仏セッションを行っています。３／１７高麗神社で

「神道的生き方 仏教的生き方」をテーマに２３回目の
セッションを行います。
　自分の宗派への奉仕として、２０１０年、真言宗智山
派の教区長を拝命しました。総本山智積院には末寺
３０００か寺、私の「埼玉１２教区」に４７か寺。年２回、
定期代表会に６０教区長が集まります。年１回の「智
山ＲＣ」総会では川崎大師の貫首等、普段お話出来
ないような方々と歓談させて頂いております。
　住職として３０年、その間、ＪＣ１０年、ＲＣ２０年。

「『忙しい』と言っている人に限ってひと所から動い
ていない。本当に忙しい人はいろんな所に行く事を
苦にせず、楽しんでいるものだ」と人から言われ、「確
かに」と思い、それからは「忙しい」と言うのを止めま
した。充実した生活を送らせて頂いております。
　ＪＣでは人づくり、まちづくりの勉強をしましたが

「提言」に終わり、「未だまちづくりに成功したＪＣは
無い」とも言われます。先日、向島、スカイツリーの
お膝元で飲んだ時、「従業員の制服は飯能ＲＣのマル
ナカさんのところで作ってるんだよ」と話したら

「すごいですね」と話が盛り上がりました。ＲＣの例会
では親身に話しかけて下さる方々が居て有難く、普
段は雲の上の人と思うような方とも気軽に会う事が
出来ます。京都ＲＣの千宗室さん（裏千家）とお会い
した際、名刺を交換させて頂きました。「君もロータ
リーか」と言われ、一応「ハイ」と言っておきました。
「ＲＣは何をする団体か」と問われた時、「職業奉仕」

「国際親善」等の目的を答えてもなかなか伝わりませ
ん。私は「地域を動かす企業のトップが毎週集う」
「本音で話の出来る仲間が作れる」と話しています。
「この地域を良くしよう」という思いが伝われば、
入会して頂き一緒に活動出来るのかなと思います。
入会当初は馴染めなかったのですが、「四つのテスト」
でお互いの事を思い合い、「それでこそロータリー」
の歌詞こそは正にＲＣだと思うようになりました。
ＲＣは「世界をより良くする事を目的に、それを実践
する人が集い、集った人が繋がりを大切にする団体」
なのではないかなと思います。
　本日は「釈迦に説法」でしたが、たまには説法をお
釈迦様に聴いて頂き、間違っていないか確認する事
も大切かなと思います。これから京都に参ります。
しばらくお目にかかれませんが炉辺会談を計画して
おります。是非その時はご参加頂ければと思います。
　

会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率
前々回修正
出　席　率
ＩＭ振替休会の為
 修正はありません

伝統ある飯能ロータリーを学ぶⅢ
飯能ロータリークラブで学んだこと

飯能ＲＣ クラブ奉仕委員会
委員長 服部融亮会員

卓話

月   日 当　番
［担当委員会］例会数 行　事　予　定

（ 月間テーマ　水と衛生月間 ）

新井（景）君
新井（康）君

［米山奨学］

藤 原 君
福 島 君

［プログラム］

［親睦活動］

細田（伴）君
平 沼 君

米山記念奨学学友会 会長
翻訳家・通訳　西武文理大学・城西大学非常勤講師

飯能ＲＣ大野正幸会員紹介者：新井（景）会員

森田美明会員紹介者：矢島（高）会員

【結婚・誕生日祝】イニシエーション・スピーチ

「米山奨学生だった私の四方山話」

誉 林青容様

飯能・日高合同夜間例会

例 会 取 消

点鐘１８時

（ 祝  日 ）




