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ロータリーは世界をつなぐ

ＲＩ会長 マーク・ダニエル・マローニー
2570地区ガバナー
第３グループ
ガバナー補佐

つなげる：未来へつなぐ

第

例会
職 業 奉 仕 月 間

天 候
会 長
例会日

・点 鐘
・ソング
・卓 話

鈴 木 秀 憲
徳 永 眞 澄

変化：変える（基本に返る）
例会場：ホテル・ヘリテイジ飯能sta.

事務局：東京電力パワーグリッド㈱川越支社飯能事務所内

曇
土 屋

（代） FAX

崇
幹 事 中 里 忠 夫
水 曜 日（12:30～13:30） 当 番 森田君、中里（昌）君

土屋会長
それでこそロータリー 四つのテスト
吉田 健会員

【会長報告】
新型コロナウイルスによる肺炎が注目され
ています。コロナウイルス自体は風邪の流行
期に原因の３５％を占めると言われ、
過去には
２００２年、
中国でＳＡＲＳ
（重症急性呼吸器症候
群）
、２０１２年、サウジアラビア等でＭＥＲＳの
流行があり、前者で７７４人、後者で８５８人の
死者が出ました。
中国の情報開示が遅れ、
大変
な問題になりました。
今回、
インフルエンザよ
り感染力が弱いと言われますが人から人への
感染も確認されています。生きた細胞の中で
自生しなければ生きていけないウイルスです
から、
武漢市の野生動物を取り扱う市場、
野生
動物が感染源との事。
特効薬は無く、
日頃の手
洗い、
うがい、
マスク着用が大事です。さほど
気にする事はないのかなと思っています。
１５日（水）駿河台大学で留学生日本語スピー
チコンテストがあり、学外からの応募も含め
２０名が発表。市川国際奉仕委員長と審査員
として参加して参りました。短期間で日本語
を習得し、スピーチするという事に関しては
本当に頭が下がる思いです。次週、何名かに
来て頂き、改めて発表して頂きます。
地区大会４／１８・１９（行田）は日曜に参加
して頂ければと思っております。
「あなたのク
ラブで誇れる点は何か」という事を会長が発
表するという宿題を頂きました。今後、理事
会等で協議したいと思います。

森田美明

「職業奉仕月間」
で、
原稿をまとめてみたので
すが、昨年、中里（昌）職業奉仕委員長が復刻さ
れた冊子を是非ご一読して頂き、職業奉仕に
関する知識を深めて頂ければと思います。
【幹事報告】
地区より飯能が世話クラブに決定との報告。
４月から米山記念奨学生を受け入れます。今
年度新規１３名、継続３名、計１６名。
飯能では
十文字学園女子大学４年生の中国人の方をお
迎えします。カウンセラーは大野（康）会員。
４／５から研修開始。応援をお願い致します。
【委員会報告】
◎親睦活動委員会
中山君
５／１７日帰り親睦旅行、およその参加人数
を把握したいのでまだ分からない方も「参加」
に○をお願いします。日高のチャリティゴル
フ大会も私が取りまとめています。
３／１３（金）
高麗川ＣＣ。よろしくお願い致します。
【ロータリーの友】
加藤雑誌委員長
「１月号」
横組Ｐ８～職業奉仕。
Ｐ２０～日本の
ＲＣ１００周年。
１１／２４ザ・プリンスパークタ
ワー東京で記念式典。Ｐ２２、財団奨学生第１
号、東京ＲＣ名誉会員、国連難民高等弁務官、
緒方貞子さんへの追悼文。
「国家が自国民を虐
殺している時には人間を救うために国際的な
軍事行動も可とする意見に対して緒方さんが
賛同してくれた。
大変嬉しかった」
と作者は記
されていますが、自国民中心の正義なのかな
と思うところもあり非常に考えさせられた文
章でした。
縦組、
パナソニック役員でジャズピ

アニストの小川さん、女性皇族のヘアメイク
を担当した与儀さんの活躍の記事。服部委員
長の投稿も楽しみにしております。
【出席報告】無届欠席０

柏木出席向上委員

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】
１／１９（地区）田辺君
１／２１（新所沢）半田君
【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・吉田健さん、本日は卓話よろしくお願い致
します。
細田（吉）君、田辺君、新井（景）君
神田（敬）君
・本日、新商工会議所会館視察に全国から建
設関係の方々が１００名以上来られている
ため、早退します。
矢島（巌）君
・早退します。
田辺君
本日計５，
０００円、累計額６３０，
５０１円。
◎２９日例会当番は中山、大附会員です。
【卓
話】
講師紹介
大﨑プログラム委員長
Ｓ１１年、飯能市生まれ。
Ｓ６１年、飯能ＲＣ入
会。
１９９８－９９年度
（Ｈ１０～１１年）
、
第３５代会長。
地区では社会奉仕委員
（Ｈ１１～１２）
、
会員拡大
増強委員長
（Ｈ１２～１４）
、
クラブ奉仕部門委員
長（Ｈ１４～１５）
、第３グループガバナー補佐
（Ｈ１５～１６）
、広報ＩＴ委員長
（Ｈ１６～１７）
、
広報委員
（Ｈ１７～１８）
を歴任されました。

ロ ー タリー の 思 い 出
～１００回記念世界大会に参加して～
飯能ＲＣ

吉田

健 会員

２００５年にシカゴで開催された９６回目の
世界大会、ＲＣ創立１００年目に当たる大会に
参加した時の写真を見て頂こうと思います。
ＲＣは親睦・友愛に始まり、
そこから職業奉仕
が生まれ、
社会奉仕に成長し、
社会奉仕が広まっ
たものが国際奉仕。
それらを貫く思想が
「奉仕
の理想」
。ＲＣの原点だと思います。私の入会
当時は紹介者の森和夫先生から遊びの面も仕
事もいろいろとご指導頂いておりました。先
生が地区クラブ奉仕部門委員長をされた時は
本庄の地区大会に一泊でご一緒しました。大
勢で集うのは地区大会とＩＭ 位なので本来な
ら万障差し繰ってもＩＭはやった方がみんな
のためになると思います。入会当時の「入門
書」は前原勝樹さん
（桐生）
というお医者さん
がＳ４７年からＨ１０年まで３５回書き直しを
して出されたものですが、その中で私の一番
好きな言葉は、日本人初のＲＩ会長、東ヶ崎潔
さんの年度方針「PARTICIPATE!」です。ただの
「参加（JOIN）
」ではなく
「進んで参加する」
とい
う意味だそうです。ＲＣは大きく、
ゾウに例え

るなら鼻の先からしっぽ
まで全部マスターしよう
と思ってもとても出来な
い。入会したからには何
か一つ好きなものを見つ
けて、そこに突っ込んで
いけば楽しいロータリー
がやれると思います。私
は乗り物が好きで、たま
たま入ったＲＣでは１年
に１回世界旅行が出来るという事で、今日の
テーマとなりました。
世界大会はＲＩ理事会が
１年に１回、場所と日時を決め、年度末の４・
５・６月のどこかで開催します。
２００３年、
豪州
ブリスベンの大会には高山ガバナーの代わり
に私を含む補佐達で参加。世界大会はただの
お祭りではなく、
ＲＩの人事の選挙があるので
す。
各クラブが１票を持っていて、当時は５４
クラブ分の委任状を持って参りました。
エバンストンのＲＩ本部の玄関にあるポー
ル・ハリスさんの銅像です。イリノイ州シカゴ
はきれいな街でした。同行した建築家の会員
も
「シカゴ
（の建築）
は有名なんだ」
と言ってい
ました。
その年度のガバナーだった橋田さん
（深谷）は体が弱く、代わりに地区幹事の荻野
さん、７月にガバナーになるエレクトの野中
弘之さん
（熊谷東）
ご夫妻とご一緒しました。
初めてリムジンに乗り、シカゴからミシガン
湖岸を北上、３０分程でエバンストンに到着。
ホテルの前でカール・ヴィルヘルム・ステンハ
マーさん
（２００５－０６年度ＲＩ会長・スウェーデン
出身）
に偶然会いました。
翌年、
デンマーク・コ
ペンハーゲンの世界大会には飯能ＲＣの皆さ
んと一緒に参加しました。次年度ガバナーの
激励会をシカゴのアンディーズ・ジャズクラ
ブで開催。
６月１８日朝、
シカゴ市内のホテルで、
日本人だけで集まって行われる恒例の朝食
会。
ＲＩトップの方々の訪問もあります。
「秩父
音頭」
の金子千侍さん
（１９９５－９６年度ガバナー）
です。本会議に向かう、地下も通る郊外電車。
会場の
「マコーミックプレイス」
は非常に大き
かったです。子ども達が参加各国の国旗を掲
げて入場してくる時が一番盛り上がりました。
歓声が大きかったのは参加者の多い米国、次
いで日本。
有名な司会者の挨拶で開会。
１００周
年の鐘を鳴らし、Ｗ・Ｊ・ウィルキンソン大会
委員長の歓迎の言葉、
そして、
アナン国連事務
総長、
Ｊ・ブッシュ米国大統領のビデオメッセー
ジが花を添え、その後、グレンＥ・エステス・シ
ニアＲＩ会長
（２００４－０５年度）
が登壇。
歴代ＲＩ
会長が写真入りで紹介され、全世界のロータ
リアンに対して感謝の言葉が述べられました。
日本人で３人目のＲＩ会長
（２０１２－１３年度）
と
なられる田中作次さん
（当時はＲＩ理事）
とも
写真を撮らせて頂きました。
帰りにはＮＹを観光バスで回り、
ヤンキー・
スタジアムへも行き、
１５年前ですから松井秀
喜のホームランも見る事が出来ました。自由
の女神像の下まで船で行き、
ガバナー
（エレク
ト）
と撮った写真です。
雑駁な話になってしま
いましたが以上です。有難うございました。

