
・点　鐘　髙橋会長

・ソング　君が代　奉仕の理想

・四つのテスト唱和 神田（敬）職業奉仕委員長

・卓　話　矢島高明会長エレクト

【会長報告】

　５／２８（土）２９（日）飯能新緑ツーデーマーチが

３年振りに再開。複数のクラブが共同で実施

し、２５％以上の参加者がロータリアン以外

である奉仕活動「ロータリー奉仕デー」はメー

タＲＩ会長が提唱されたもので、すでに地区

としては台湾への乳がん検診車の寄贈を行っ

ておりました。しかし、日高ＲＣの町田会長

と年度当初より打合せしており、今回、ツー

デーマーチにおいてミネラルウォーター７千

本の寄贈と当日の受付業務を両ＲＣで行いま

した。両日で延べ６６００人超の参加があり、

「ロータリー奉仕デー」としても無事成功裏に

終了する事が出来ました。

　ゆるキャラ「笑顔の紳士君」

（へへへのしんし）を飯能ＲＣ

の象徴として使っていきた

いと思います。制作して頂

いた吉田行男会員に心から

感謝申し上げます（拍手）。

　公式ＨＰ上の「会員紹介」

に掲載したい情報、リンク

のご希望等は６／１０までにご提出下さい。

なお、それ以降も順次受付けます。「飯能ＲＣ

図書室」閲覧用ＩＤ、パスワードを配付。個人情

報を削除した記念誌データは公開準備中です。

　過日、水村ガバナーより皆様へのご意見を

お伺いする書面を配付しましたが、先週末の

諮問委員会で、次年度ガバナーは予定通り村

田氏になったとの事です。

　
【幹事報告】

　本日第１３回理事会を開催（全員出席）。第

１２回議事録、承認。環境保全委、市「環境

学習用品給付」に１０万円（６／２４贈呈式）。

ＲＩレート１ドル１２７円。台湾への検診車寄

贈に対し感謝状が届いています。

【委員会報告】

◎次年度幹事　　　　　　　　　　　市川君

　例会後、次年度第１回理事会を行います。

【出席報告】無届欠席３　ＭＵなし　吉田（武）出席向上委員

【結婚・誕生日祝】　 大野（泰）親睦活動委員長

◇古希おめでとう　 森 健二君

◇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、鈴木（康）君、天ヶ瀬君、木川（泰）君

　大嶋君

◇結婚記念日おめでとう

　天ヶ瀬君、内沼君、坂本（淳）君

◇会員誕生日おめでとう

　馬場君、森君、新井君

　半田君、鈴木（康）君

　和泉君、大木君

◇夫人誕生日おめでとう

　安藤夫人、山口会員（母）

　杉田夫人、森田夫人

　矢島（高）夫人、前島夫人

　大野（正）会員（母）、吉田（健）夫人（故人）

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ

・古希のお祝い有難うございます。　　森君

・妻の誕生日お祝い有難うございます。

　　 吉田（健）君、安藤君、矢島（高）君、前島君

・誕生日お祝い有難うございます。　大木君

　　　　新井君、半田君、鈴木（康）君、馬場君

・入会記念日お祝い有難うございます。

　　　　　本橋君、中山君、伊澤君、新井君

　　　　　　　　福島君、天ヶ瀬君、大嶋君

・結婚記念日お祝い有難うございます。

　　　　　　 鈴木（康）君、内沼君、坂本（淳）君

本日計７１，０００円、累計額８６３，０００円。

◎１５日例会当番は都築、鳥居会員です。

【卓　　話】

講師紹介　　　　　　　　　　大﨑副ＳＡＡ

　次年度、第５９代会長を務めさせて頂きます。

非才な凡人の私が皆さんの前でＲＣを語るな

ど本当に申し訳ない気持ちで一杯で、まして

正面に増島先生のお顔を拝し、大変緊張して

おります。入会１９年目の未熟な私ですので

ＲＣの誕生について大きなお話は出来ません。

加藤プログラム委員長から講師のお話を頂い

て、何を話そうかと昔の資料等を探していた

ところ、たまたま「ロータリーの友」が目につ

きました。「いつ頃出来たのか」と疑問をもっ

て調べてみたところ、１９５２年（Ｓ２７）当時、

日本のＲＣは１地区しか無かったらしいので

す。そして、その年の７月、つまり次年度から

は東日本と西日本と地区が２つに分かれると

いう節目の年でした。１地区でいろんな事業

を展開してきたので、ここで、思い出に残る、

歴史に残る何かを作れないだろうかという事

で、役員会で、Ｓ２８年１月からの「ロータリー

の友」の発刊を決めたのだそうです。当時は

１冊５０円。でも中身は１００円。差額分は発

起人の皆で汗水垂らして寄付を集めて賄った

のだそうです。配布数は

３３００冊でした。

　私もこの頃は一生懸命

読むようにしているので

すが、今はＷｅｂ上でも

「ロータリーの友」は見

る事が出来ますし、いろ

んな情報が出てきます。

その中で、たまたま私が

目にしたのが、マンガ風の動画「ポール・ハ

リスとロータリー」。全部観ると１時間以上

もかかる内容でした。ポールがＲＣを創った

頃の話は皆さんもよくお聞きだと思うのです

が、私自身、幼少期の頃のお話はなかなか聞

く機会が無かったか、ほとんど記憶になかっ

たため、今日はその幼少期のところをご覧頂

こうと思いました。入会間もない方にも参考

になるかなと思います。私の拙い話を聴いて

頂くよりは動画で観て頂く方がはやいかなと

いう事で、これより時間の許す限り視聴して

頂こうと思います。　　〔動画鑑賞〕

「ロータリーの友」で検索するとそのＨＰ上

に「特別コンテンツ（動画）」として「ポー

ル・ハリスとロータリー」が載っていますので

続きをご自宅で時間がある時にでもご覧頂け

ればさらに理解出来るのではと思います。

　ポールにはやんちゃなところもあり、自分

達と変わらなかったんだと感じましたし、ま

た、努力して、お世話になった人には恩を返

すという人間的なところも見習いたいと思い

ました。

　私も皆様のお力を借りてこれから１年間努

めて参ります。出来る限りの恩返しもしてい

きたいと思いますので、皆様のご理解ご協力

を賜りますようお願い致します。
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５／２９（日）５kmコースに参加。受付担当もお疲れさまでした。


