
・点　鐘　木川会長

・ソング　我等のなりわい

・ビジター（日高）高木泰文様

　　　　　（  〃  ）奥田俊介様�

【会長報告】

　日高ＲＣ会長の高木様、

幹事の奥田様、１年間よ

ろしくお願いします。高

木様におかれましては２

回目だそうでございます。

　６／６埼玉グランドホ

テル本庄にて、会員増強

セミナーがございました。

山岸会員増強退会防止委

員長と出席しました。その中で「ロータリア

ンであり続ける１５のメリット」ということ

で栗山委員長よりペーパーを渡されました。

１）人と知り合える。２）奉仕の機会に恵ま

れる。３）自分のビジネスを発展させる機会

を与える。４）異業種の人との交流が出来る。

５）地域社会の一員としての自覚が持てる。

この自覚が地域社会に対する社会奉仕の心を

目覚めさせる。６）学ぶ機会が多い。例会と

研修、教育の役割は何か。７）楽しい思いを

する。８）人前で話すのが上手になる。９）

世界の市民であるという自覚を持つ。この自

覚が国際奉仕の心を目覚めさせる。１０）会

員の家族にもいろいろな機会が与えられる。

１１）職業上の技術や能力を高めることが出

来る。１２）職業生活においても社会生活に

おいても個人生活においても倫理性を高める

ことが出来る。職業奉仕の心を目覚めさせる。

１３）素養の深い会員との交流によって自分

の文化的意識を高めることが出来る。１４）

名声を高めることが出来る。１５）良心的な

人物との交流が出来る。

　なお、「年度計画書」Ｐ５７、３行目「細則

第１条第１節」とありますが「細則第３条第

１節」にご変更願います。

　ブライダルは吉田（行）委員長の新世代委員

会に担当して頂きますのでよろしくお願いし

ます。

　昨日、丸広百貨店の店長がわざわざお見え

になり、山川幹事とお話を伺いました。本日

の文化新聞にも載っている通り、７、８階に

食堂を造る考えは今のところないそうです。

今、業界も非常に厳しく、売り上げが２０～

３０％落ちている状況で、入間店のような例

会に使用出来るスペースは考えていないとい

うことでした。

　大附年度の事業に「米山功労クラブ」表彰

を頂きました（拍手）。

「米山功労者」として大河原康行会員（２回目）

の表彰状をお渡しします（拍手）。

【幹事報告】

◎例会変更のお知らせ�

◇所沢ＲＣ�

・７／２８（火）　移動例会　点鐘１８時

　　　　　　於：所沢パークホテル�

・８／１１（火）  ガバナー補佐訪問�

・８／１８（火）  休会（定款第６条により）�

・８／２５（火）   ８／２２（土） 納涼大会に振替

　　　　　　於：西武園�

◇入間南ＲＣ�

・７／２８（火）   入間基地納涼花火大会に参加�

・８／４（火）　 ８／２（日）インターアクト年次大

　　　　　　会に振替�

・８／１１（火）  例会取止（定款５―１―３）�

・８／２５（火）　ガバナー公式訪問　点鐘１９時

　　　　　　於：富士会館�

◇新所沢ＲＣ�

・７／２８（火）　移動例会

　　　　　　スターティングパーティー�

・８／１１（火）　振替休会（会員・家族親睦会へ）�

・８／１８（火）　例会取消（定款６―１―Ｃ）�

・８／２５（火）　ガバナー補佐訪問�

・９／１（火）　  ガバナー公式訪問�

・９／２２（火）　法定休日�

・９／２９（火）　移動例会�

◇新狭山ＲＣ�

・７／２０（月）　例会取止（法定休日）�

・８／３（月）　　納涼例会（移動例会）�

◇日高ＲＣ�

・７／２８（火）　ガバナー補佐訪問�

・８／４（火）　　ガバナー公式訪問�

・９／２２（火）　法定休日（秋分の日）により休会�

◎高木泰文日高ＲＣ会長

　ご挨拶�

　思い出してみますと、

おそらく３２年位前に飯

能クラブにお世話になり

ました。１５周年の表彰

を見せて頂いた時の井上

太平会長、細田（徳）副会長

の時でした。私は３４、５

歳で私より若い人が全然入って来ないんです

ね。「お前はこれから日高に移るから、その

見習いをやって来い」と、備前屋の清水さん

から声をかけて頂いて飯能に入らせて頂いた

記憶があるのです。私のお父さんみたいな人

ばかりで緊張が続いたのを覚えているわけで

ございます。早３２年が過ぎ去ってしまいま

した。日高へ１２名移ったのですが、今では

私と花家先生の２人だけになりました。

　２０年前に会長は引き受けさせて頂いたわ

けですけれども、新人と同じです。よろしく

お願い致します。

◎奥田俊介日高ＲＣ幹事

　ご挨拶�

　親クラブの飯能ＲＣに

「親孝行」は出来ません

けれども、木川会長をは

じめとして皆様のご指導

を１年間よろしくお願い

申し上げます。

【委員会報告】

◎親睦活動委員会　　　　　　　　　小川君

　本日が夜間例会の出欠締切です。

【出席報告】　ＭＵなし

【結婚・誕生日祝】

◇入会記念日おめでとう。�

　細田（徳）君、細田（伴）君、加藤君、神田（康）君、

　雨間君、杉田君

◇会員誕生日おめでとう。�

　１江澤君、４川口君、９田辺君、１０安藤君、

　２１細田（徳）君、２３神田（康）君

◇夫人誕生日おめでとう。�

　１８中里夫人、３１市川（洋）夫人

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・１年間、日高ＲＣを宜しくお願い致します。

　　　　　（日高）高木泰文様、奥田俊介様�

・日高ＲＣの高木会長、奥田幹事ようこそ。

　お世話になります。本年度１年宜しくお願

　い致します。　　木川君、吉島君、山川君

　　　 高橋君、中里（昌）君�、平沼君、新井君

　　　  大木君、間邉君、田辺君�

・入会・誕生日祝、有難う。

　　　　　　　　　　細田（徳）君、神田（康）君�

・入会記念日祝、有難う。

　　　雨間君（９年）、杉田君（５年）、加藤君�

・誕生日祝、有難う。安藤君、田辺君、川口君�

・妻の誕生日祝、有難う。市川（洋）君、中里（昌）君��

・放送局名の愛称を「テレビ飯能」から「飯能

　日高テレビ」に変更しました。　　和泉君�

・早退。　　　　　　　　　　　　　江澤君�

本日計４３，０００円、累計額５５，０００円。

◎１５日例会当番は加藤会員、神田（康）会員です。

＝ クラブ協議会 ＝

　　　　　　　　　　　　　司会　木川会長

◎半田 武会長エレクト挨拶�

　緊張やら不安やらで一杯でございます。皆

様方のご指導ご鞭撻を偏にお願い申し上げま

して挨拶と致します。

◎矢島 巌ロータリー情報委員長挨拶�

　大附年度の大久保さんとその前年度の新井

さんはイレギュラーで２度委員長をされ、ご

苦労様でした。当委員会は「３年委員会」と

いうことで私と平沼さんと前年度会長の大附

さんで組織されています。

　任務は先程、会長からも「１５」のご指摘が

ありましたが、新しく入られた方、特に３年

未満の方になるべく早くＲＣに慣れて頂き、

例会に来るのが楽しくなるようにしてあげる

のが私共の委員会の任務と思っておりますの

で、一生懸命させて頂きたいと思います。お

酒を飲めない方には失礼ですけれども「千杯

のお茶より一杯の酒」ということもございま

すので、お酒を飲みながら早く楽しく仲間入

り出来るように出来ればと思っております。

「年度計画書」Ｐ２９に任務等、挙げてありま

すので、是非共よろしくお願い申し上げます。

◎吉澤文男会報・広報委員長挨拶�

　今回初めての委員長を仰せつかりました。

初めてということで分からない点も沢山ある

かと思いますが、小谷野正弘委員と土屋良一

委員にご協力頂きまして１年間やらせて頂け

たらと思っております。「年度計画書」Ｐ３０、

１）ロータリークラブの活動を広く社会にお

知らせして、ロータリーの共感者を増やして

より良い社会づくりに貢献すると共に、広報

を通じて会員増強を図り、そのためにテレビ、

新聞等メディアとの連携を行っていきたいと

思います。２）会報はロータリーの大切な記

録ですので、正確な情報を記載することに努

めます。また、読みやすい親しみやすい会報

を発行して会員相互の親睦につながるように

工夫いたします。

　１年間皆様のご協力をお願い申し上げます。

◎大木重雄プログラム委員長挨拶�

　土屋崇委員、服部融亮委員、田中聡憲委員

と、どなたも私より一枚上の方が委員として

お助け頂くことになっております。よろしく

お願い致します。日高の高木会長よりお話が

ありましたが、入会は１９７６年ということで

私も同期です。その時は吉島副会長のお父様

や細田（徳）パスト会長に厳重なる教育を頂き

まして今日に至ったわけです。ご指導有難う

ございました。私が会長の時に３５周年記念

で、やれやれ大きな仕事が済んだ、と、その後

のんびりしておりました。トーンが下がった

私に一番重要なプログラム委員長の大役が務

まるかどうか心配しておりましたところ、飯

能クラブは有難いものだなと思ったのですけ

れども、友情溢れた友だちとか委員会を構成

する委員のお３人は大変ご熱意のある方で、

私を援助して下さるということで、とうとう

今年の上半期のプログラムは何とかなりそう

だという形で上手い具合に話が進んでおりま

す。お力のある方がＲＣには揃っていて、い

ざとなると助けて下さって友情溢れるご厚意

をなさって下さいます。私も出席免除の提出

をせず現役の会員として今まで務めさせて頂

いて良かったなと感じておる昨今です。木川

年度が高揚するような会を運営するよう努力

したいと存じますので、たくさんのご後援ご

協力を賜わりたいと存じます。

◎神田敬文雑誌委員長挨拶�

　北田輔邦委員、柏木正之委員のお二方にバ

ックアップして頂き１年間務めていきたいと

思っております。「ロータリーの友」を抜粋

して内容を紹介する仕事、図書館・公民館・

学校等に寄贈する仕事とがあります。吉田前

委員長も各公民館に足を運び大変なご尽力を

されたと思っております。私達は経済状況を

反映して、やり方を変えさせて頂き、１回目は

配布しますが、Ａ４サイズまで８０円で送れる

メール便を試したいと思います。１年間の結

果がどうなったかはまた発表させてもらいま

す。もし上手く行きませんでしたら元のよう

に変えさせて頂くということでやらせて頂き

たいと思います。また、「友」への投稿をお願

いします。次回紹介の際に投稿規定・注意点

をお配りしたいと思います。どうぞ１年間よ

ろしくお願い致します。

◎新井景三クラブ奉仕委員長挨拶�

　大先輩の大野康夫委員と２人でやらせて頂

きます。クラブ奉仕委員会は「ロータリーの

礎」と今まで言われてきたわけです。ＩＭの

講師・藤川氏からは、ＣＬＰ導入により職業

奉仕をはじめとする四大奉仕の影が薄くなり

非常に残念、危惧をされているというご発言

がありましたが、そういったことにならない

よう当委員会としても四大奉仕の一員として

今まで通り一生懸命、皆様方のＲＣの基本的

なレベルアップに貢献出来ればと思っており

ますので、よろしくお願い致します。

◎丸山征夫出席委員長挨拶�

　入会以来約２年経過しました。未熟者です

のでよろしくお願い致します。梨木芳太郎委

員が退会されましたので江澤和男委員と２名

で務めさせて頂きたいと思います。方針とし

ては毎年ほとんど同じようかなと思いますけ

れども、先般、ある先輩会員より「前々回修正」

が「８０％台」では低過ぎるとご提言頂きました。

もし欠席される事がある場合は事前届出をし

て頂いた上で、かつ、メーキャップを積極的に

して頂くことをお願い申し上げます。「年度計

画書」Ｐ３５をお読み頂き、よろしくご協力頂

きたいと思います。

◎小川晃男親睦活動委員長挨拶�

　お話を頂いた時「私なんかで大丈夫ですか」

という気持ちを持ちました。何と言いまして

も仕事は雑で速い、１つの仕事は最小限の労

力でまとめる…それが私の信条でございます。

ところがこの委員会は「皆様のため、皆様に

如何に楽しい時間を過ごして頂くか」。他人

のために動かなくちゃならないということで

躊躇したところもございましたが、一緒に仕

事して下さる委員の方が決まった時点で「あ、

大丈夫だ」とホッとしております。雨間保弘

委員、小久保勝弘委員、市川昭委員、中里忠

夫委員、杉田一良委員、山口美和子委員、塩

野裕委員。「親睦活動委員会史上最強」と私は

思っております。“委員長が怠けた分、委員が

しっかりサポートする”。今年のテーマはそ

ういうことになるかと思っております。「親

睦活動」というのは言わば「潤滑油」というこ

とだと思います。エンジンがいくら強力で立

派でもエンジンオイルが無いと焼き付いちゃ

うわけですので、いかに「潤滑油」としての良

い仕事が出来るかを１年間考え続けてやって

いきたいと思っています。１年後に結論が出

ている保証は無いのですが「努力したい」とい

うことだけはお約束したいと思います。私は

とにかく怠け者ですので、ご協力とご配慮と

を頂けたらと思っております。どうぞ１年間

よろしくお願い致します。

◎会長�報告

　ＲＣの協議会は「クラブ協議会」「地区協議会」

「国際協議会」の３構成となっております。

「クラブ協議会」は、クラブのプログラムと

活動について協議するために開かれる、クラ

ブ役員、理事、委員長、委員会の会合であっ

て、クラブの他の会員も出席を要請される。

年度中には４ないし６回のクラブ協議会を開

くことが推奨される、という規定になってお

ります。そして、１）地区協議会の直前、会

長エレクトが主催する。２）７／１、年度計画

についての話し合い、年度計画書を採択する。

３）公式訪問の２週間前に行う。４）公式訪

問中、ガバナー補佐と地区ガバナーと、クラ

ブの現状を話し合う。５）ロータリー年度の

半ば、目標への進展状況と年度後半のプログ

ラムの決定にクラブ協議会を使う。６）地区

大会の後、クラブ計画を完了させるためのア

イデアや提案について話し合う。

　以上、奉仕プロジェクトや活動、会員増強

退会防止、地区大会や他の会合への出席等に

ついて話し合い、また、会員の教育の場とな

り、会員の奉仕活動への関心を喚起するとい

うようなことが「クラブ協議会」の定義でご

ざいます。

「地区協議会」は「４月もしくは５月に開催

される１日セミナーの目的はＲＣの次期指導

者が任務に備えるものである」と規定されて

います。また、「演題として、地区協議会は

研修に参加する各グループに次の議題が含ま

れるものとする。１）役割と責務　２）指針

となる原則　方針と手続き　３）各チームを

選任し研修させる　４）行動計画を開発する

５）支援元　６）成功した事例の検討　７）

実際に計画を組み立てる　８）問題解決」

「地区協議会の参加者はクラブ会長エレクト

および次年度に指導的役割を果たす会長エレ

クトから任命され、ロータリー会員とする。

地区協議会の日程については事情により地区

大会が４月もしくは５月に開催されるならば

地区協議会と地区大会を連続した会合日に開

催する。ただし、そのような日程において地

区大会は後半に行われるものとする」。

「国際協議会」については「入りて学び出て

奉仕せん」という言葉が国際協議会本会議場

の上に数か国語で書かれているのだそうです。

「この言葉は協議会の実質と精神を表現して

いる。国際協議会はＲＩ管理に不可欠な国際

会議である。目的はガバナーエレクトに対し

ロータリー教育と管理上の責任に関する指導

を行い、かつ、エレクトと他の出席者に来る

年度のロータリーのプログラムと活動の実施

方針を検討、計画する機会を与えるものとす

る。国際協議会においては、ＲＩ会長、理事、

会長エレクト、会長ノミニー、理事エレクト、

事務総長、ガバナーエレクト、ＲＩＢＩ役員

ノミニー、ＲＩ各種委員会委員長およびＲＩ

理事会が指定するその他の者からなる協議会

は、ガバナーエレクトの数と居住地を考慮し、

便利が良く経済的な場所に開かれる」。

　以上のような流れの中で協議会を行うとい

う規定になっておりますので、よろしくご理

解頂きたいと思います。

飯能ロータリークラブ会報

雨

当 番 市川（昭）君、加藤君

ロータリーの未来は  あなたの手の中に

ジョン・ケニー

識 字 率 向 上 月 間

今 を 大 事 に

木 川 一 男 今年度  会報・広報担当：山　　川　　荘　太　朗

土 屋 良 一小谷野正弘吉 澤 文 男

会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率
前々回修正
出　席　率

６２名 ５０名８名 ８５．７１％９０．７４％ ８７．２７％

石原橋下の釣人

加 藤 玄 静
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・例会取消（定款による）
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・点　鐘　木川会長

・ソング　我等のなりわい

・ビジター（日高）高木泰文様

　　　　　（  〃  ）奥田俊介様�

【会長報告】

　日高ＲＣ会長の高木様、

幹事の奥田様、１年間よ

ろしくお願いします。高

木様におかれましては２

回目だそうでございます。

　６／６埼玉グランドホ

テル本庄にて、会員増強

セミナーがございました。

山岸会員増強退会防止委

員長と出席しました。その中で「ロータリア

ンであり続ける１５のメリット」ということ

で栗山委員長よりペーパーを渡されました。

１）人と知り合える。２）奉仕の機会に恵ま

れる。３）自分のビジネスを発展させる機会

を与える。４）異業種の人との交流が出来る。

５）地域社会の一員としての自覚が持てる。

この自覚が地域社会に対する社会奉仕の心を

目覚めさせる。６）学ぶ機会が多い。例会と

研修、教育の役割は何か。７）楽しい思いを

する。８）人前で話すのが上手になる。９）

世界の市民であるという自覚を持つ。この自

覚が国際奉仕の心を目覚めさせる。１０）会

員の家族にもいろいろな機会が与えられる。

１１）職業上の技術や能力を高めることが出

来る。１２）職業生活においても社会生活に

おいても個人生活においても倫理性を高める

ことが出来る。職業奉仕の心を目覚めさせる。

１３）素養の深い会員との交流によって自分

の文化的意識を高めることが出来る。１４）

名声を高めることが出来る。１５）良心的な

人物との交流が出来る。

　なお、「年度計画書」Ｐ５７、３行目「細則

第１条第１節」とありますが「細則第３条第

１節」にご変更願います。

　ブライダルは吉田（行）委員長の新世代委員

会に担当して頂きますのでよろしくお願いし

ます。

　昨日、丸広百貨店の店長がわざわざお見え

になり、山川幹事とお話を伺いました。本日

の文化新聞にも載っている通り、７、８階に

食堂を造る考えは今のところないそうです。

今、業界も非常に厳しく、売り上げが２０～

３０％落ちている状況で、入間店のような例

会に使用出来るスペースは考えていないとい

うことでした。

　大附年度の事業に「米山功労クラブ」表彰

を頂きました（拍手）。

「米山功労者」として大河原康行会員（２回目）

の表彰状をお渡しします（拍手）。

【幹事報告】

◎例会変更のお知らせ�

◇所沢ＲＣ�

・７／２８（火）　移動例会　点鐘１８時

　　　　　　於：所沢パークホテル�

・８／１１（火）  ガバナー補佐訪問�

・８／１８（火）  休会（定款第６条により）�

・８／２５（火）   ８／２２（土） 納涼大会に振替

　　　　　　於：西武園�

◇入間南ＲＣ�

・７／２８（火）   入間基地納涼花火大会に参加�

・８／４（火）　 ８／２（日）インターアクト年次大

　　　　　　会に振替�

・８／１１（火）  例会取止（定款５―１―３）�

・８／２５（火）　ガバナー公式訪問　点鐘１９時

　　　　　　於：富士会館�

◇新所沢ＲＣ�

・７／２８（火）　移動例会

　　　　　　スターティングパーティー�

・８／１１（火）　振替休会（会員・家族親睦会へ）�

・８／１８（火）　例会取消（定款６―１―Ｃ）�

・８／２５（火）　ガバナー補佐訪問�

・９／１（火）　  ガバナー公式訪問�

・９／２２（火）　法定休日�

・９／２９（火）　移動例会�

◇新狭山ＲＣ�

・７／２０（月）　例会取止（法定休日）�

・８／３（月）　　納涼例会（移動例会）�

◇日高ＲＣ�

・７／２８（火）　ガバナー補佐訪問�

・８／４（火）　　ガバナー公式訪問�

・９／２２（火）　法定休日（秋分の日）により休会�

◎高木泰文日高ＲＣ会長

　ご挨拶�

　思い出してみますと、

おそらく３２年位前に飯

能クラブにお世話になり

ました。１５周年の表彰

を見せて頂いた時の井上

太平会長、細田（徳）副会長

の時でした。私は３４、５

歳で私より若い人が全然入って来ないんです

ね。「お前はこれから日高に移るから、その

見習いをやって来い」と、備前屋の清水さん

から声をかけて頂いて飯能に入らせて頂いた

記憶があるのです。私のお父さんみたいな人

ばかりで緊張が続いたのを覚えているわけで

ございます。早３２年が過ぎ去ってしまいま

した。日高へ１２名移ったのですが、今では

私と花家先生の２人だけになりました。

　２０年前に会長は引き受けさせて頂いたわ

けですけれども、新人と同じです。よろしく

お願い致します。

◎奥田俊介日高ＲＣ幹事

　ご挨拶�

　親クラブの飯能ＲＣに

「親孝行」は出来ません

けれども、木川会長をは

じめとして皆様のご指導

を１年間よろしくお願い

申し上げます。

【委員会報告】

◎親睦活動委員会　　　　　　　　　小川君

　本日が夜間例会の出欠締切です。

【出席報告】　ＭＵなし

【結婚・誕生日祝】

◇入会記念日おめでとう。�

　細田（徳）君、細田（伴）君、加藤君、神田（康）君、

　雨間君、杉田君

◇会員誕生日おめでとう。�

　１江澤君、４川口君、９田辺君、１０安藤君、

　２１細田（徳）君、２３神田（康）君

◇夫人誕生日おめでとう。�

　１８中里夫人、３１市川（洋）夫人

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・１年間、日高ＲＣを宜しくお願い致します。

　　　　　（日高）高木泰文様、奥田俊介様�

・日高ＲＣの高木会長、奥田幹事ようこそ。

　お世話になります。本年度１年宜しくお願

　い致します。　　木川君、吉島君、山川君

　　　 高橋君、中里（昌）君�、平沼君、新井君

　　　  大木君、間邉君、田辺君�

・入会・誕生日祝、有難う。

　　　　　　　　　　細田（徳）君、神田（康）君�

・入会記念日祝、有難う。

　　　雨間君（９年）、杉田君（５年）、加藤君�

・誕生日祝、有難う。安藤君、田辺君、川口君�

・妻の誕生日祝、有難う。市川（洋）君、中里（昌）君��

・放送局名の愛称を「テレビ飯能」から「飯能

　日高テレビ」に変更しました。　　和泉君�

・早退。　　　　　　　　　　　　　江澤君�

本日計４３，０００円、累計額５５，０００円。

◎１５日例会当番は加藤会員、神田（康）会員です。

＝ クラブ協議会 ＝

　　　　　　　　　　　　　司会　木川会長

◎半田 武会長エレクト挨拶�

　緊張やら不安やらで一杯でございます。皆

様方のご指導ご鞭撻を偏にお願い申し上げま

して挨拶と致します。

◎矢島 巌ロータリー情報委員長挨拶�

　大附年度の大久保さんとその前年度の新井

さんはイレギュラーで２度委員長をされ、ご

苦労様でした。当委員会は「３年委員会」と

いうことで私と平沼さんと前年度会長の大附

さんで組織されています。

　任務は先程、会長からも「１５」のご指摘が

ありましたが、新しく入られた方、特に３年

未満の方になるべく早くＲＣに慣れて頂き、

例会に来るのが楽しくなるようにしてあげる

のが私共の委員会の任務と思っておりますの

で、一生懸命させて頂きたいと思います。お

酒を飲めない方には失礼ですけれども「千杯

のお茶より一杯の酒」ということもございま

すので、お酒を飲みながら早く楽しく仲間入

り出来るように出来ればと思っております。

「年度計画書」Ｐ２９に任務等、挙げてありま

すので、是非共よろしくお願い申し上げます。

◎吉澤文男会報・広報委員長挨拶�

　今回初めての委員長を仰せつかりました。

初めてということで分からない点も沢山ある

かと思いますが、小谷野正弘委員と土屋良一

委員にご協力頂きまして１年間やらせて頂け

たらと思っております。「年度計画書」Ｐ３０、

１）ロータリークラブの活動を広く社会にお

知らせして、ロータリーの共感者を増やして

より良い社会づくりに貢献すると共に、広報

を通じて会員増強を図り、そのためにテレビ、

新聞等メディアとの連携を行っていきたいと

思います。２）会報はロータリーの大切な記

録ですので、正確な情報を記載することに努

めます。また、読みやすい親しみやすい会報

を発行して会員相互の親睦につながるように

工夫いたします。

　１年間皆様のご協力をお願い申し上げます。

◎大木重雄プログラム委員長挨拶�

　土屋崇委員、服部融亮委員、田中聡憲委員

と、どなたも私より一枚上の方が委員として

お助け頂くことになっております。よろしく

お願い致します。日高の高木会長よりお話が

ありましたが、入会は１９７６年ということで

私も同期です。その時は吉島副会長のお父様

や細田（徳）パスト会長に厳重なる教育を頂き

まして今日に至ったわけです。ご指導有難う

ございました。私が会長の時に３５周年記念

で、やれやれ大きな仕事が済んだ、と、その後

のんびりしておりました。トーンが下がった

私に一番重要なプログラム委員長の大役が務

まるかどうか心配しておりましたところ、飯

能クラブは有難いものだなと思ったのですけ

れども、友情溢れた友だちとか委員会を構成

する委員のお３人は大変ご熱意のある方で、

私を援助して下さるということで、とうとう

今年の上半期のプログラムは何とかなりそう

だという形で上手い具合に話が進んでおりま

す。お力のある方がＲＣには揃っていて、い

ざとなると助けて下さって友情溢れるご厚意

をなさって下さいます。私も出席免除の提出

をせず現役の会員として今まで務めさせて頂

いて良かったなと感じておる昨今です。木川

年度が高揚するような会を運営するよう努力

したいと存じますので、たくさんのご後援ご

協力を賜わりたいと存じます。

◎神田敬文雑誌委員長挨拶�

　北田輔邦委員、柏木正之委員のお二方にバ

ックアップして頂き１年間務めていきたいと

思っております。「ロータリーの友」を抜粋

して内容を紹介する仕事、図書館・公民館・

学校等に寄贈する仕事とがあります。吉田前

委員長も各公民館に足を運び大変なご尽力を

されたと思っております。私達は経済状況を

反映して、やり方を変えさせて頂き、１回目は

配布しますが、Ａ４サイズまで８０円で送れる

メール便を試したいと思います。１年間の結

果がどうなったかはまた発表させてもらいま

す。もし上手く行きませんでしたら元のよう

に変えさせて頂くということでやらせて頂き

たいと思います。また、「友」への投稿をお願

いします。次回紹介の際に投稿規定・注意点

をお配りしたいと思います。どうぞ１年間よ

ろしくお願い致します。

◎新井景三クラブ奉仕委員長挨拶�

　大先輩の大野康夫委員と２人でやらせて頂

きます。クラブ奉仕委員会は「ロータリーの

礎」と今まで言われてきたわけです。ＩＭの

講師・藤川氏からは、ＣＬＰ導入により職業

奉仕をはじめとする四大奉仕の影が薄くなり

非常に残念、危惧をされているというご発言

がありましたが、そういったことにならない

よう当委員会としても四大奉仕の一員として

今まで通り一生懸命、皆様方のＲＣの基本的

なレベルアップに貢献出来ればと思っており

ますので、よろしくお願い致します。

◎丸山征夫出席委員長挨拶�

　入会以来約２年経過しました。未熟者です

のでよろしくお願い致します。梨木芳太郎委

員が退会されましたので江澤和男委員と２名

で務めさせて頂きたいと思います。方針とし

ては毎年ほとんど同じようかなと思いますけ

れども、先般、ある先輩会員より「前々回修正」

が「８０％台」では低過ぎるとご提言頂きました。

もし欠席される事がある場合は事前届出をし

て頂いた上で、かつ、メーキャップを積極的に

して頂くことをお願い申し上げます。「年度計

画書」Ｐ３５をお読み頂き、よろしくご協力頂

きたいと思います。

◎小川晃男親睦活動委員長挨拶�

　お話を頂いた時「私なんかで大丈夫ですか」

という気持ちを持ちました。何と言いまして

も仕事は雑で速い、１つの仕事は最小限の労

力でまとめる…それが私の信条でございます。

ところがこの委員会は「皆様のため、皆様に

如何に楽しい時間を過ごして頂くか」。他人

のために動かなくちゃならないということで

躊躇したところもございましたが、一緒に仕

事して下さる委員の方が決まった時点で「あ、

大丈夫だ」とホッとしております。雨間保弘

委員、小久保勝弘委員、市川昭委員、中里忠

夫委員、杉田一良委員、山口美和子委員、塩

野裕委員。「親睦活動委員会史上最強」と私は

思っております。“委員長が怠けた分、委員が

しっかりサポートする”。今年のテーマはそ

ういうことになるかと思っております。「親

睦活動」というのは言わば「潤滑油」というこ

とだと思います。エンジンがいくら強力で立

派でもエンジンオイルが無いと焼き付いちゃ

うわけですので、いかに「潤滑油」としての良

い仕事が出来るかを１年間考え続けてやって

いきたいと思っています。１年後に結論が出

ている保証は無いのですが「努力したい」とい

うことだけはお約束したいと思います。私は

とにかく怠け者ですので、ご協力とご配慮と

を頂けたらと思っております。どうぞ１年間

よろしくお願い致します。

◎会長�報告

　ＲＣの協議会は「クラブ協議会」「地区協議会」

「国際協議会」の３構成となっております。

「クラブ協議会」は、クラブのプログラムと

活動について協議するために開かれる、クラ

ブ役員、理事、委員長、委員会の会合であっ

て、クラブの他の会員も出席を要請される。

年度中には４ないし６回のクラブ協議会を開

くことが推奨される、という規定になってお

ります。そして、１）地区協議会の直前、会

長エレクトが主催する。２）７／１、年度計画

についての話し合い、年度計画書を採択する。

３）公式訪問の２週間前に行う。４）公式訪

問中、ガバナー補佐と地区ガバナーと、クラ

ブの現状を話し合う。５）ロータリー年度の

半ば、目標への進展状況と年度後半のプログ

ラムの決定にクラブ協議会を使う。６）地区

大会の後、クラブ計画を完了させるためのア

イデアや提案について話し合う。

　以上、奉仕プロジェクトや活動、会員増強

退会防止、地区大会や他の会合への出席等に

ついて話し合い、また、会員の教育の場とな

り、会員の奉仕活動への関心を喚起するとい

うようなことが「クラブ協議会」の定義でご

ざいます。

「地区協議会」は「４月もしくは５月に開催

される１日セミナーの目的はＲＣの次期指導

者が任務に備えるものである」と規定されて

います。また、「演題として、地区協議会は

研修に参加する各グループに次の議題が含ま

れるものとする。１）役割と責務　２）指針

となる原則　方針と手続き　３）各チームを

選任し研修させる　４）行動計画を開発する

５）支援元　６）成功した事例の検討　７）

実際に計画を組み立てる　８）問題解決」

「地区協議会の参加者はクラブ会長エレクト

および次年度に指導的役割を果たす会長エレ

クトから任命され、ロータリー会員とする。

地区協議会の日程については事情により地区

大会が４月もしくは５月に開催されるならば

地区協議会と地区大会を連続した会合日に開

催する。ただし、そのような日程において地

区大会は後半に行われるものとする」。

「国際協議会」については「入りて学び出て

奉仕せん」という言葉が国際協議会本会議場

の上に数か国語で書かれているのだそうです。

「この言葉は協議会の実質と精神を表現して

いる。国際協議会はＲＩ管理に不可欠な国際

会議である。目的はガバナーエレクトに対し

ロータリー教育と管理上の責任に関する指導

を行い、かつ、エレクトと他の出席者に来る

年度のロータリーのプログラムと活動の実施

方針を検討、計画する機会を与えるものとす

る。国際協議会においては、ＲＩ会長、理事、

会長エレクト、会長ノミニー、理事エレクト、

事務総長、ガバナーエレクト、ＲＩＢＩ役員

ノミニー、ＲＩ各種委員会委員長およびＲＩ

理事会が指定するその他の者からなる協議会

は、ガバナーエレクトの数と居住地を考慮し、

便利が良く経済的な場所に開かれる」。

　以上のような流れの中で協議会を行うとい

う規定になっておりますので、よろしくご理

解頂きたいと思います。

飯能ロータリークラブ会報

雨

当 番 市川（昭）君、加藤君

ロータリーの未来は  あなたの手の中に

ジョン・ケニー
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・点　鐘　木川会長

・ソング　我等のなりわい

・ビジター（日高）高木泰文様

　　　　　（  〃  ）奥田俊介様�

【会長報告】

　日高ＲＣ会長の高木様、

幹事の奥田様、１年間よ

ろしくお願いします。高

木様におかれましては２

回目だそうでございます。

　６／６埼玉グランドホ

テル本庄にて、会員増強

セミナーがございました。

山岸会員増強退会防止委

員長と出席しました。その中で「ロータリア

ンであり続ける１５のメリット」ということ

で栗山委員長よりペーパーを渡されました。

１）人と知り合える。２）奉仕の機会に恵ま

れる。３）自分のビジネスを発展させる機会

を与える。４）異業種の人との交流が出来る。

５）地域社会の一員としての自覚が持てる。

この自覚が地域社会に対する社会奉仕の心を

目覚めさせる。６）学ぶ機会が多い。例会と

研修、教育の役割は何か。７）楽しい思いを

する。８）人前で話すのが上手になる。９）

世界の市民であるという自覚を持つ。この自

覚が国際奉仕の心を目覚めさせる。１０）会

員の家族にもいろいろな機会が与えられる。

１１）職業上の技術や能力を高めることが出

来る。１２）職業生活においても社会生活に

おいても個人生活においても倫理性を高める

ことが出来る。職業奉仕の心を目覚めさせる。

１３）素養の深い会員との交流によって自分

の文化的意識を高めることが出来る。１４）

名声を高めることが出来る。１５）良心的な

人物との交流が出来る。

　なお、「年度計画書」Ｐ５７、３行目「細則

第１条第１節」とありますが「細則第３条第

１節」にご変更願います。

　ブライダルは吉田（行）委員長の新世代委員

会に担当して頂きますのでよろしくお願いし

ます。

　昨日、丸広百貨店の店長がわざわざお見え

になり、山川幹事とお話を伺いました。本日

の文化新聞にも載っている通り、７、８階に

食堂を造る考えは今のところないそうです。

今、業界も非常に厳しく、売り上げが２０～

３０％落ちている状況で、入間店のような例

会に使用出来るスペースは考えていないとい

うことでした。

　大附年度の事業に「米山功労クラブ」表彰

を頂きました（拍手）。

「米山功労者」として大河原康行会員（２回目）

の表彰状をお渡しします（拍手）。

【幹事報告】

◎例会変更のお知らせ�

◇所沢ＲＣ�

・７／２８（火）　移動例会　点鐘１８時

　　　　　　於：所沢パークホテル�

・８／１１（火）  ガバナー補佐訪問�

・８／１８（火）  休会（定款第６条により）�

・８／２５（火）   ８／２２（土） 納涼大会に振替

　　　　　　於：西武園�

◇入間南ＲＣ�

・７／２８（火）   入間基地納涼花火大会に参加�

・８／４（火）　 ８／２（日）インターアクト年次大

　　　　　　会に振替�

・８／１１（火）  例会取止（定款５―１―３）�

・８／２５（火）　ガバナー公式訪問　点鐘１９時

　　　　　　於：富士会館�

◇新所沢ＲＣ�

・７／２８（火）　移動例会

　　　　　　スターティングパーティー�

・８／１１（火）　振替休会（会員・家族親睦会へ）�

・８／１８（火）　例会取消（定款６―１―Ｃ）�

・８／２５（火）　ガバナー補佐訪問�

・９／１（火）　  ガバナー公式訪問�

・９／２２（火）　法定休日�

・９／２９（火）　移動例会�

◇新狭山ＲＣ�

・７／２０（月）　例会取止（法定休日）�

・８／３（月）　　納涼例会（移動例会）�

◇日高ＲＣ�

・７／２８（火）　ガバナー補佐訪問�

・８／４（火）　　ガバナー公式訪問�

・９／２２（火）　法定休日（秋分の日）により休会�

◎高木泰文日高ＲＣ会長

　ご挨拶�

　思い出してみますと、

おそらく３２年位前に飯

能クラブにお世話になり

ました。１５周年の表彰

を見せて頂いた時の井上

太平会長、細田（徳）副会長

の時でした。私は３４、５

歳で私より若い人が全然入って来ないんです

ね。「お前はこれから日高に移るから、その

見習いをやって来い」と、備前屋の清水さん

から声をかけて頂いて飯能に入らせて頂いた

記憶があるのです。私のお父さんみたいな人

ばかりで緊張が続いたのを覚えているわけで

ございます。早３２年が過ぎ去ってしまいま

した。日高へ１２名移ったのですが、今では

私と花家先生の２人だけになりました。

　２０年前に会長は引き受けさせて頂いたわ

けですけれども、新人と同じです。よろしく

お願い致します。

◎奥田俊介日高ＲＣ幹事

　ご挨拶�

　親クラブの飯能ＲＣに

「親孝行」は出来ません

けれども、木川会長をは

じめとして皆様のご指導

を１年間よろしくお願い

申し上げます。

【委員会報告】

◎親睦活動委員会　　　　　　　　　小川君

　本日が夜間例会の出欠締切です。

【出席報告】　ＭＵなし

【結婚・誕生日祝】

◇入会記念日おめでとう。�

　細田（徳）君、細田（伴）君、加藤君、神田（康）君、

　雨間君、杉田君

◇会員誕生日おめでとう。�

　１江澤君、４川口君、９田辺君、１０安藤君、

　２１細田（徳）君、２３神田（康）君

◇夫人誕生日おめでとう。�

　１８中里夫人、３１市川（洋）夫人

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・１年間、日高ＲＣを宜しくお願い致します。

　　　　　（日高）高木泰文様、奥田俊介様�

・日高ＲＣの高木会長、奥田幹事ようこそ。

　お世話になります。本年度１年宜しくお願

　い致します。　　木川君、吉島君、山川君

　　　 高橋君、中里（昌）君�、平沼君、新井君

　　　  大木君、間邉君、田辺君�

・入会・誕生日祝、有難う。

　　　　　　　　　　細田（徳）君、神田（康）君�

・入会記念日祝、有難う。

　　　雨間君（９年）、杉田君（５年）、加藤君�

・誕生日祝、有難う。安藤君、田辺君、川口君�

・妻の誕生日祝、有難う。市川（洋）君、中里（昌）君��

・放送局名の愛称を「テレビ飯能」から「飯能

　日高テレビ」に変更しました。　　和泉君�

・早退。　　　　　　　　　　　　　江澤君�

本日計４３，０００円、累計額５５，０００円。

◎１５日例会当番は加藤会員、神田（康）会員です。

＝ クラブ協議会 ＝

　　　　　　　　　　　　　司会　木川会長

◎半田 武会長エレクト挨拶�

　緊張やら不安やらで一杯でございます。皆

様方のご指導ご鞭撻を偏にお願い申し上げま

して挨拶と致します。

◎矢島 巌ロータリー情報委員長挨拶�

　大附年度の大久保さんとその前年度の新井

さんはイレギュラーで２度委員長をされ、ご

苦労様でした。当委員会は「３年委員会」と

いうことで私と平沼さんと前年度会長の大附

さんで組織されています。

　任務は先程、会長からも「１５」のご指摘が

ありましたが、新しく入られた方、特に３年

未満の方になるべく早くＲＣに慣れて頂き、

例会に来るのが楽しくなるようにしてあげる

のが私共の委員会の任務と思っておりますの

で、一生懸命させて頂きたいと思います。お

酒を飲めない方には失礼ですけれども「千杯

のお茶より一杯の酒」ということもございま

すので、お酒を飲みながら早く楽しく仲間入

り出来るように出来ればと思っております。

「年度計画書」Ｐ２９に任務等、挙げてありま

すので、是非共よろしくお願い申し上げます。

◎吉澤文男会報・広報委員長挨拶�

　今回初めての委員長を仰せつかりました。

初めてということで分からない点も沢山ある

かと思いますが、小谷野正弘委員と土屋良一

委員にご協力頂きまして１年間やらせて頂け

たらと思っております。「年度計画書」Ｐ３０、

１）ロータリークラブの活動を広く社会にお

知らせして、ロータリーの共感者を増やして

より良い社会づくりに貢献すると共に、広報

を通じて会員増強を図り、そのためにテレビ、

新聞等メディアとの連携を行っていきたいと

思います。２）会報はロータリーの大切な記

録ですので、正確な情報を記載することに努

めます。また、読みやすい親しみやすい会報

を発行して会員相互の親睦につながるように

工夫いたします。

　１年間皆様のご協力をお願い申し上げます。

◎大木重雄プログラム委員長挨拶�

　土屋崇委員、服部融亮委員、田中聡憲委員

と、どなたも私より一枚上の方が委員として

お助け頂くことになっております。よろしく

お願い致します。日高の高木会長よりお話が

ありましたが、入会は１９７６年ということで

私も同期です。その時は吉島副会長のお父様

や細田（徳）パスト会長に厳重なる教育を頂き

まして今日に至ったわけです。ご指導有難う

ございました。私が会長の時に３５周年記念

で、やれやれ大きな仕事が済んだ、と、その後

のんびりしておりました。トーンが下がった

私に一番重要なプログラム委員長の大役が務

まるかどうか心配しておりましたところ、飯

能クラブは有難いものだなと思ったのですけ

れども、友情溢れた友だちとか委員会を構成

する委員のお３人は大変ご熱意のある方で、

私を援助して下さるということで、とうとう

今年の上半期のプログラムは何とかなりそう

だという形で上手い具合に話が進んでおりま

す。お力のある方がＲＣには揃っていて、い

ざとなると助けて下さって友情溢れるご厚意

をなさって下さいます。私も出席免除の提出

をせず現役の会員として今まで務めさせて頂

いて良かったなと感じておる昨今です。木川

年度が高揚するような会を運営するよう努力

したいと存じますので、たくさんのご後援ご

協力を賜わりたいと存じます。

◎神田敬文雑誌委員長挨拶�

　北田輔邦委員、柏木正之委員のお二方にバ

ックアップして頂き１年間務めていきたいと

思っております。「ロータリーの友」を抜粋

して内容を紹介する仕事、図書館・公民館・

学校等に寄贈する仕事とがあります。吉田前

委員長も各公民館に足を運び大変なご尽力を

されたと思っております。私達は経済状況を

反映して、やり方を変えさせて頂き、１回目は

配布しますが、Ａ４サイズまで８０円で送れる

メール便を試したいと思います。１年間の結

果がどうなったかはまた発表させてもらいま

す。もし上手く行きませんでしたら元のよう

に変えさせて頂くということでやらせて頂き

たいと思います。また、「友」への投稿をお願

いします。次回紹介の際に投稿規定・注意点

をお配りしたいと思います。どうぞ１年間よ

ろしくお願い致します。

◎新井景三クラブ奉仕委員長挨拶�

　大先輩の大野康夫委員と２人でやらせて頂

きます。クラブ奉仕委員会は「ロータリーの

礎」と今まで言われてきたわけです。ＩＭの

講師・藤川氏からは、ＣＬＰ導入により職業

奉仕をはじめとする四大奉仕の影が薄くなり

非常に残念、危惧をされているというご発言

がありましたが、そういったことにならない

よう当委員会としても四大奉仕の一員として

今まで通り一生懸命、皆様方のＲＣの基本的

なレベルアップに貢献出来ればと思っており

ますので、よろしくお願い致します。

◎丸山征夫出席委員長挨拶�

　入会以来約２年経過しました。未熟者です

のでよろしくお願い致します。梨木芳太郎委

員が退会されましたので江澤和男委員と２名

で務めさせて頂きたいと思います。方針とし

ては毎年ほとんど同じようかなと思いますけ

れども、先般、ある先輩会員より「前々回修正」

が「８０％台」では低過ぎるとご提言頂きました。

もし欠席される事がある場合は事前届出をし

て頂いた上で、かつ、メーキャップを積極的に

して頂くことをお願い申し上げます。「年度計

画書」Ｐ３５をお読み頂き、よろしくご協力頂

きたいと思います。

◎小川晃男親睦活動委員長挨拶�

　お話を頂いた時「私なんかで大丈夫ですか」

という気持ちを持ちました。何と言いまして

も仕事は雑で速い、１つの仕事は最小限の労

力でまとめる…それが私の信条でございます。

ところがこの委員会は「皆様のため、皆様に

如何に楽しい時間を過ごして頂くか」。他人

のために動かなくちゃならないということで

躊躇したところもございましたが、一緒に仕

事して下さる委員の方が決まった時点で「あ、

大丈夫だ」とホッとしております。雨間保弘

委員、小久保勝弘委員、市川昭委員、中里忠

夫委員、杉田一良委員、山口美和子委員、塩

野裕委員。「親睦活動委員会史上最強」と私は

思っております。“委員長が怠けた分、委員が

しっかりサポートする”。今年のテーマはそ

ういうことになるかと思っております。「親

睦活動」というのは言わば「潤滑油」というこ

とだと思います。エンジンがいくら強力で立

派でもエンジンオイルが無いと焼き付いちゃ

うわけですので、いかに「潤滑油」としての良

い仕事が出来るかを１年間考え続けてやって

いきたいと思っています。１年後に結論が出

ている保証は無いのですが「努力したい」とい

うことだけはお約束したいと思います。私は

とにかく怠け者ですので、ご協力とご配慮と

を頂けたらと思っております。どうぞ１年間

よろしくお願い致します。

◎会長�報告

　ＲＣの協議会は「クラブ協議会」「地区協議会」

「国際協議会」の３構成となっております。

「クラブ協議会」は、クラブのプログラムと

活動について協議するために開かれる、クラ

ブ役員、理事、委員長、委員会の会合であっ

て、クラブの他の会員も出席を要請される。

年度中には４ないし６回のクラブ協議会を開

くことが推奨される、という規定になってお

ります。そして、１）地区協議会の直前、会

長エレクトが主催する。２）７／１、年度計画

についての話し合い、年度計画書を採択する。

３）公式訪問の２週間前に行う。４）公式訪

問中、ガバナー補佐と地区ガバナーと、クラ

ブの現状を話し合う。５）ロータリー年度の

半ば、目標への進展状況と年度後半のプログ

ラムの決定にクラブ協議会を使う。６）地区

大会の後、クラブ計画を完了させるためのア

イデアや提案について話し合う。

　以上、奉仕プロジェクトや活動、会員増強

退会防止、地区大会や他の会合への出席等に

ついて話し合い、また、会員の教育の場とな

り、会員の奉仕活動への関心を喚起するとい

うようなことが「クラブ協議会」の定義でご

ざいます。

「地区協議会」は「４月もしくは５月に開催

される１日セミナーの目的はＲＣの次期指導

者が任務に備えるものである」と規定されて

います。また、「演題として、地区協議会は

研修に参加する各グループに次の議題が含ま

れるものとする。１）役割と責務　２）指針

となる原則　方針と手続き　３）各チームを

選任し研修させる　４）行動計画を開発する

５）支援元　６）成功した事例の検討　７）

実際に計画を組み立てる　８）問題解決」

「地区協議会の参加者はクラブ会長エレクト

および次年度に指導的役割を果たす会長エレ

クトから任命され、ロータリー会員とする。

地区協議会の日程については事情により地区

大会が４月もしくは５月に開催されるならば

地区協議会と地区大会を連続した会合日に開

催する。ただし、そのような日程において地

区大会は後半に行われるものとする」。

「国際協議会」については「入りて学び出て

奉仕せん」という言葉が国際協議会本会議場

の上に数か国語で書かれているのだそうです。

「この言葉は協議会の実質と精神を表現して

いる。国際協議会はＲＩ管理に不可欠な国際

会議である。目的はガバナーエレクトに対し

ロータリー教育と管理上の責任に関する指導

を行い、かつ、エレクトと他の出席者に来る

年度のロータリーのプログラムと活動の実施

方針を検討、計画する機会を与えるものとす

る。国際協議会においては、ＲＩ会長、理事、

会長エレクト、会長ノミニー、理事エレクト、

事務総長、ガバナーエレクト、ＲＩＢＩ役員

ノミニー、ＲＩ各種委員会委員長およびＲＩ

理事会が指定するその他の者からなる協議会

は、ガバナーエレクトの数と居住地を考慮し、

便利が良く経済的な場所に開かれる」。

　以上のような流れの中で協議会を行うとい

う規定になっておりますので、よろしくご理

解頂きたいと思います。

飯能ロータリークラブ会報

雨

当 番 市川（昭）君、加藤君

ロータリーの未来は  あなたの手の中に

ジョン・ケニー
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・点　鐘　木川会長

・ソング　我等のなりわい

・ビジター（日高）高木泰文様

　　　　　（  〃  ）奥田俊介様�

【会長報告】

　日高ＲＣ会長の高木様、

幹事の奥田様、１年間よ

ろしくお願いします。高

木様におかれましては２

回目だそうでございます。

　６／６埼玉グランドホ

テル本庄にて、会員増強

セミナーがございました。

山岸会員増強退会防止委

員長と出席しました。その中で「ロータリア

ンであり続ける１５のメリット」ということ

で栗山委員長よりペーパーを渡されました。

１）人と知り合える。２）奉仕の機会に恵ま

れる。３）自分のビジネスを発展させる機会

を与える。４）異業種の人との交流が出来る。

５）地域社会の一員としての自覚が持てる。

この自覚が地域社会に対する社会奉仕の心を

目覚めさせる。６）学ぶ機会が多い。例会と

研修、教育の役割は何か。７）楽しい思いを

する。８）人前で話すのが上手になる。９）

世界の市民であるという自覚を持つ。この自

覚が国際奉仕の心を目覚めさせる。１０）会

員の家族にもいろいろな機会が与えられる。

１１）職業上の技術や能力を高めることが出

来る。１２）職業生活においても社会生活に

おいても個人生活においても倫理性を高める

ことが出来る。職業奉仕の心を目覚めさせる。

１３）素養の深い会員との交流によって自分

の文化的意識を高めることが出来る。１４）

名声を高めることが出来る。１５）良心的な

人物との交流が出来る。

　なお、「年度計画書」Ｐ５７、３行目「細則

第１条第１節」とありますが「細則第３条第

１節」にご変更願います。

　ブライダルは吉田（行）委員長の新世代委員

会に担当して頂きますのでよろしくお願いし

ます。

　昨日、丸広百貨店の店長がわざわざお見え

になり、山川幹事とお話を伺いました。本日

の文化新聞にも載っている通り、７、８階に

食堂を造る考えは今のところないそうです。

今、業界も非常に厳しく、売り上げが２０～

３０％落ちている状況で、入間店のような例

会に使用出来るスペースは考えていないとい

うことでした。

　大附年度の事業に「米山功労クラブ」表彰

を頂きました（拍手）。

「米山功労者」として大河原康行会員（２回目）

の表彰状をお渡しします（拍手）。

【幹事報告】

◎例会変更のお知らせ�

◇所沢ＲＣ�

・７／２８（火）　移動例会　点鐘１８時

　　　　　　於：所沢パークホテル�

・８／１１（火）  ガバナー補佐訪問�

・８／１８（火）  休会（定款第６条により）�

・８／２５（火）   ８／２２（土） 納涼大会に振替

　　　　　　於：西武園�

◇入間南ＲＣ�

・７／２８（火）   入間基地納涼花火大会に参加�

・８／４（火）　 ８／２（日）インターアクト年次大

　　　　　　会に振替�

・８／１１（火）  例会取止（定款５―１―３）�

・８／２５（火）　ガバナー公式訪問　点鐘１９時

　　　　　　於：富士会館�

◇新所沢ＲＣ�

・７／２８（火）　移動例会

　　　　　　スターティングパーティー�

・８／１１（火）　振替休会（会員・家族親睦会へ）�

・８／１８（火）　例会取消（定款６―１―Ｃ）�

・８／２５（火）　ガバナー補佐訪問�

・９／１（火）　  ガバナー公式訪問�

・９／２２（火）　法定休日�

・９／２９（火）　移動例会�

◇新狭山ＲＣ�

・７／２０（月）　例会取止（法定休日）�

・８／３（月）　　納涼例会（移動例会）�

◇日高ＲＣ�

・７／２８（火）　ガバナー補佐訪問�

・８／４（火）　　ガバナー公式訪問�

・９／２２（火）　法定休日（秋分の日）により休会�

◎高木泰文日高ＲＣ会長

　ご挨拶�

　思い出してみますと、

おそらく３２年位前に飯

能クラブにお世話になり

ました。１５周年の表彰

を見せて頂いた時の井上

太平会長、細田（徳）副会長

の時でした。私は３４、５

歳で私より若い人が全然入って来ないんです

ね。「お前はこれから日高に移るから、その

見習いをやって来い」と、備前屋の清水さん

から声をかけて頂いて飯能に入らせて頂いた

記憶があるのです。私のお父さんみたいな人

ばかりで緊張が続いたのを覚えているわけで

ございます。早３２年が過ぎ去ってしまいま

した。日高へ１２名移ったのですが、今では

私と花家先生の２人だけになりました。

　２０年前に会長は引き受けさせて頂いたわ

けですけれども、新人と同じです。よろしく

お願い致します。

◎奥田俊介日高ＲＣ幹事

　ご挨拶�

　親クラブの飯能ＲＣに

「親孝行」は出来ません

けれども、木川会長をは

じめとして皆様のご指導

を１年間よろしくお願い

申し上げます。

【委員会報告】

◎親睦活動委員会　　　　　　　　　小川君

　本日が夜間例会の出欠締切です。

【出席報告】　ＭＵなし

【結婚・誕生日祝】

◇入会記念日おめでとう。�

　細田（徳）君、細田（伴）君、加藤君、神田（康）君、

　雨間君、杉田君

◇会員誕生日おめでとう。�

　１江澤君、４川口君、９田辺君、１０安藤君、

　２１細田（徳）君、２３神田（康）君

◇夫人誕生日おめでとう。�

　１８中里夫人、３１市川（洋）夫人

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・１年間、日高ＲＣを宜しくお願い致します。

　　　　　（日高）高木泰文様、奥田俊介様�

・日高ＲＣの高木会長、奥田幹事ようこそ。

　お世話になります。本年度１年宜しくお願

　い致します。　　木川君、吉島君、山川君

　　　 高橋君、中里（昌）君�、平沼君、新井君

　　　  大木君、間邉君、田辺君�

・入会・誕生日祝、有難う。

　　　　　　　　　　細田（徳）君、神田（康）君�

・入会記念日祝、有難う。

　　　雨間君（９年）、杉田君（５年）、加藤君�

・誕生日祝、有難う。安藤君、田辺君、川口君�

・妻の誕生日祝、有難う。市川（洋）君、中里（昌）君��

・放送局名の愛称を「テレビ飯能」から「飯能

　日高テレビ」に変更しました。　　和泉君�

・早退。　　　　　　　　　　　　　江澤君�

本日計４３，０００円、累計額５５，０００円。

◎１５日例会当番は加藤会員、神田（康）会員です。

＝ クラブ協議会 ＝

　　　　　　　　　　　　　司会　木川会長

◎半田 武会長エレクト挨拶�

　緊張やら不安やらで一杯でございます。皆

様方のご指導ご鞭撻を偏にお願い申し上げま

して挨拶と致します。

◎矢島 巌ロータリー情報委員長挨拶�

　大附年度の大久保さんとその前年度の新井

さんはイレギュラーで２度委員長をされ、ご

苦労様でした。当委員会は「３年委員会」と

いうことで私と平沼さんと前年度会長の大附

さんで組織されています。

　任務は先程、会長からも「１５」のご指摘が

ありましたが、新しく入られた方、特に３年

未満の方になるべく早くＲＣに慣れて頂き、

例会に来るのが楽しくなるようにしてあげる

のが私共の委員会の任務と思っておりますの

で、一生懸命させて頂きたいと思います。お

酒を飲めない方には失礼ですけれども「千杯

のお茶より一杯の酒」ということもございま

すので、お酒を飲みながら早く楽しく仲間入

り出来るように出来ればと思っております。

「年度計画書」Ｐ２９に任務等、挙げてありま

すので、是非共よろしくお願い申し上げます。

◎吉澤文男会報・広報委員長挨拶�

　今回初めての委員長を仰せつかりました。

初めてということで分からない点も沢山ある

かと思いますが、小谷野正弘委員と土屋良一

委員にご協力頂きまして１年間やらせて頂け

たらと思っております。「年度計画書」Ｐ３０、

１）ロータリークラブの活動を広く社会にお

知らせして、ロータリーの共感者を増やして

より良い社会づくりに貢献すると共に、広報

を通じて会員増強を図り、そのためにテレビ、

新聞等メディアとの連携を行っていきたいと

思います。２）会報はロータリーの大切な記

録ですので、正確な情報を記載することに努

めます。また、読みやすい親しみやすい会報

を発行して会員相互の親睦につながるように

工夫いたします。

　１年間皆様のご協力をお願い申し上げます。

◎大木重雄プログラム委員長挨拶�

　土屋崇委員、服部融亮委員、田中聡憲委員

と、どなたも私より一枚上の方が委員として

お助け頂くことになっております。よろしく

お願い致します。日高の高木会長よりお話が

ありましたが、入会は１９７６年ということで

私も同期です。その時は吉島副会長のお父様

や細田（徳）パスト会長に厳重なる教育を頂き

まして今日に至ったわけです。ご指導有難う

ございました。私が会長の時に３５周年記念

で、やれやれ大きな仕事が済んだ、と、その後

のんびりしておりました。トーンが下がった

私に一番重要なプログラム委員長の大役が務

まるかどうか心配しておりましたところ、飯

能クラブは有難いものだなと思ったのですけ

れども、友情溢れた友だちとか委員会を構成

する委員のお３人は大変ご熱意のある方で、

私を援助して下さるということで、とうとう

今年の上半期のプログラムは何とかなりそう

だという形で上手い具合に話が進んでおりま

す。お力のある方がＲＣには揃っていて、い

ざとなると助けて下さって友情溢れるご厚意

をなさって下さいます。私も出席免除の提出

をせず現役の会員として今まで務めさせて頂

いて良かったなと感じておる昨今です。木川

年度が高揚するような会を運営するよう努力

したいと存じますので、たくさんのご後援ご

協力を賜わりたいと存じます。

◎神田敬文雑誌委員長挨拶�

　北田輔邦委員、柏木正之委員のお二方にバ

ックアップして頂き１年間務めていきたいと

思っております。「ロータリーの友」を抜粋

して内容を紹介する仕事、図書館・公民館・

学校等に寄贈する仕事とがあります。吉田前

委員長も各公民館に足を運び大変なご尽力を

されたと思っております。私達は経済状況を

反映して、やり方を変えさせて頂き、１回目は

配布しますが、Ａ４サイズまで８０円で送れる

メール便を試したいと思います。１年間の結

果がどうなったかはまた発表させてもらいま

す。もし上手く行きませんでしたら元のよう

に変えさせて頂くということでやらせて頂き

たいと思います。また、「友」への投稿をお願

いします。次回紹介の際に投稿規定・注意点

をお配りしたいと思います。どうぞ１年間よ

ろしくお願い致します。

◎新井景三クラブ奉仕委員長挨拶�

　大先輩の大野康夫委員と２人でやらせて頂

きます。クラブ奉仕委員会は「ロータリーの

礎」と今まで言われてきたわけです。ＩＭの

講師・藤川氏からは、ＣＬＰ導入により職業

奉仕をはじめとする四大奉仕の影が薄くなり

非常に残念、危惧をされているというご発言

がありましたが、そういったことにならない

よう当委員会としても四大奉仕の一員として

今まで通り一生懸命、皆様方のＲＣの基本的

なレベルアップに貢献出来ればと思っており

ますので、よろしくお願い致します。

◎丸山征夫出席委員長挨拶�

　入会以来約２年経過しました。未熟者です

のでよろしくお願い致します。梨木芳太郎委

員が退会されましたので江澤和男委員と２名

で務めさせて頂きたいと思います。方針とし

ては毎年ほとんど同じようかなと思いますけ

れども、先般、ある先輩会員より「前々回修正」

が「８０％台」では低過ぎるとご提言頂きました。

もし欠席される事がある場合は事前届出をし

て頂いた上で、かつ、メーキャップを積極的に

して頂くことをお願い申し上げます。「年度計

画書」Ｐ３５をお読み頂き、よろしくご協力頂

きたいと思います。

◎小川晃男親睦活動委員長挨拶�

　お話を頂いた時「私なんかで大丈夫ですか」

という気持ちを持ちました。何と言いまして

も仕事は雑で速い、１つの仕事は最小限の労

力でまとめる…それが私の信条でございます。

ところがこの委員会は「皆様のため、皆様に

如何に楽しい時間を過ごして頂くか」。他人

のために動かなくちゃならないということで

躊躇したところもございましたが、一緒に仕

事して下さる委員の方が決まった時点で「あ、

大丈夫だ」とホッとしております。雨間保弘

委員、小久保勝弘委員、市川昭委員、中里忠

夫委員、杉田一良委員、山口美和子委員、塩

野裕委員。「親睦活動委員会史上最強」と私は

思っております。“委員長が怠けた分、委員が

しっかりサポートする”。今年のテーマはそ

ういうことになるかと思っております。「親

睦活動」というのは言わば「潤滑油」というこ

とだと思います。エンジンがいくら強力で立

派でもエンジンオイルが無いと焼き付いちゃ

うわけですので、いかに「潤滑油」としての良

い仕事が出来るかを１年間考え続けてやって

いきたいと思っています。１年後に結論が出

ている保証は無いのですが「努力したい」とい

うことだけはお約束したいと思います。私は

とにかく怠け者ですので、ご協力とご配慮と

を頂けたらと思っております。どうぞ１年間

よろしくお願い致します。

◎会長�報告

　ＲＣの協議会は「クラブ協議会」「地区協議会」

「国際協議会」の３構成となっております。

「クラブ協議会」は、クラブのプログラムと

活動について協議するために開かれる、クラ

ブ役員、理事、委員長、委員会の会合であっ

て、クラブの他の会員も出席を要請される。

年度中には４ないし６回のクラブ協議会を開

くことが推奨される、という規定になってお

ります。そして、１）地区協議会の直前、会

長エレクトが主催する。２）７／１、年度計画

についての話し合い、年度計画書を採択する。

３）公式訪問の２週間前に行う。４）公式訪

問中、ガバナー補佐と地区ガバナーと、クラ

ブの現状を話し合う。５）ロータリー年度の

半ば、目標への進展状況と年度後半のプログ

ラムの決定にクラブ協議会を使う。６）地区

大会の後、クラブ計画を完了させるためのア

イデアや提案について話し合う。

　以上、奉仕プロジェクトや活動、会員増強

退会防止、地区大会や他の会合への出席等に

ついて話し合い、また、会員の教育の場とな

り、会員の奉仕活動への関心を喚起するとい

うようなことが「クラブ協議会」の定義でご

ざいます。

「地区協議会」は「４月もしくは５月に開催

される１日セミナーの目的はＲＣの次期指導

者が任務に備えるものである」と規定されて

います。また、「演題として、地区協議会は

研修に参加する各グループに次の議題が含ま

れるものとする。１）役割と責務　２）指針

となる原則　方針と手続き　３）各チームを

選任し研修させる　４）行動計画を開発する

５）支援元　６）成功した事例の検討　７）

実際に計画を組み立てる　８）問題解決」

「地区協議会の参加者はクラブ会長エレクト

および次年度に指導的役割を果たす会長エレ

クトから任命され、ロータリー会員とする。

地区協議会の日程については事情により地区

大会が４月もしくは５月に開催されるならば

地区協議会と地区大会を連続した会合日に開

催する。ただし、そのような日程において地

区大会は後半に行われるものとする」。

「国際協議会」については「入りて学び出て

奉仕せん」という言葉が国際協議会本会議場

の上に数か国語で書かれているのだそうです。

「この言葉は協議会の実質と精神を表現して

いる。国際協議会はＲＩ管理に不可欠な国際

会議である。目的はガバナーエレクトに対し

ロータリー教育と管理上の責任に関する指導

を行い、かつ、エレクトと他の出席者に来る

年度のロータリーのプログラムと活動の実施

方針を検討、計画する機会を与えるものとす

る。国際協議会においては、ＲＩ会長、理事、

会長エレクト、会長ノミニー、理事エレクト、

事務総長、ガバナーエレクト、ＲＩＢＩ役員

ノミニー、ＲＩ各種委員会委員長およびＲＩ

理事会が指定するその他の者からなる協議会

は、ガバナーエレクトの数と居住地を考慮し、

便利が良く経済的な場所に開かれる」。

　以上のような流れの中で協議会を行うとい

う規定になっておりますので、よろしくご理

解頂きたいと思います。

飯能ロータリークラブ会報

雨

当 番 市川（昭）君、加藤君

ロータリーの未来は  あなたの手の中に

ジョン・ケニー

識 字 率 向 上 月 間

今 を 大 事 に

木 川 一 男 今年度  会報・広報担当：山　　川　　荘　太　朗

土 屋 良 一小谷野正弘吉 澤 文 男

会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率
前々回修正
出　席　率

８５．７１％

石原橋下の釣人

加 藤 玄 静

第２３４４　例会
７月２２日（４、水）
当番　北田君、小崎君

夜  間  例  会

晴

・例会取消（定款による）

天　候


