
・点　鐘　木川会長

・ソング　それでこそロータリー�

・米山奨学生　呉継斌君�

【会長報告】

　関東地方も梅雨が明けたようです。寝苦し

い夜が続いておりますが体調を崩さないよう

お願いします。

　協議会後に時間が余るようでしたら復習の

意味で米山翁についてコメントしたいと思い

ます。

　７／１２（日）紫雲閣で米山奨学部門セミナー

に萩野（暁）委員長と出席。冒頭、加藤ガバナ

ーの申されますには、予算的には１９５０名で

始まる予定が、現実は１８５６名。１００名近い

人が減ったということでした。会員数によっ

て予算が決まるわけですが、米山に関しては

昨年は３５００万円の予算が計上され２４名の

奨学生の枠をとったそうです。全日本の寄付

目標は１４億９４００万円で８２６名をお受けし

ているそうです。名古屋の会員で「ホシザキ

電機」からは１億円の寄付があったそうです。

米山は日本の誇れる奨学制度ですが、加藤ガ

バナーは「陰徳」という言葉をお使いになり、

ロータリーはあまり表に出ないような動きを

するのが流れだったが、これからは徹底して

ＰＲが必要ではないかとおっしゃっていまし

た。ライオンズは徹底してＰＲする性格のク

ラブだとのことです。「ＲＣは陰徳事業では

ない。やったことはそれなりにＰＲが必要。

そうでなければＲＣの存在自体も認識されな

いのではないか」とのお話でした。

　全日本副会長の金子千侍氏のお話では、金

子氏がガバナーの時、日本の会員は１３万人

を超え、米山も２０億円の予算を組み、それが

全世界に誇れるものだったということでした。

　セミナーでは本日ご出席の呉君も含め奨学

生２４名からスピーチがありました。１７名が

女性、７名が男性。７名が中国、５名が韓国、

４名が台湾、その他にインドネシア、ネパー

ル、フランス等。基本は米山は極東地域を意

識したそうですが、今はそういう状況です。

是非とも米山に対するご協力をお願いしたい

と申されていました。

【幹事報告】

・８／５ガバナー補佐訪問例会は通常例会。�

・８／１２休会。８／１９公式訪問。入会３年未満

　の会員は１１：３０よりガバナーとの懇談会。

　１１Ｆ。制服着用で写真撮影。�

・日台ロータリー親善会議参加ツアーのご案

　内が来ています。�

◎例会変更のお知らせ�

◇新狭山ＲＣ�

・８／３（月）　納涼例会（移動例会）�

◎米山奨学生・呉継斌君に米山奨学金を贈呈

　　　　　　　　　　　　（拍手）�

◎スポンサーへのバッジの贈呈（拍手）�

大野康会員（市川昭会員は欠席）

【委員会報告】

◎米山奨学委員会　　　　　　　  萩野（暁）君

　７／１２（日）紫雲閣セミナーの目玉は「奨学

生による３分間スピーチ」。本来２８名です

が４名欠席で２４名から意見の開陳がありま

した。現在、奨学生のほとんどは文系。理系

は呉君ともう１人だけ、２人しかいない。当

クラブでも製造業の人や医師、歯科医師もい

ますよね。ところが残念なことに米山奨学生

には「国際関係学科」とか、聞いたことのない

ようなことを勉強されている方が多い。出来

れば理系を増やしたいのです。駿大も、医学

部は大変だとしても、買収でもして、工学部

とか理学部を是非作って欲しい。飯能が現在

栄えないのは製造業が栄えないからだと私は

思います。

◎雑誌委員会　　　　　　　　　  神田（敬）君

　投稿についての資料を配布。「確実に載る

コツ」等を是非見て頂き投稿してください。

「友」７月号紹介。横組表紙はジョン・ケニー

ＲＩ会長夫妻の写真。スコットランド出身の

初めてのＲＩ会長。Ｐ２０～３７「ガバナーの

横顔」に加藤玄静ガバナーが載っています。

Ｐ４２～４４、ビル・ゲイツ氏の父親にロータ

リーとポリオ撲滅にかける思いを聞いていま

す。「ＲＩ指定記事」財団管理委員長のメッ

セージもご一読ください。縦組Ｐ２～「環境

問題に挑戦する日本の技術と文化」東大名誉

教授・月尾氏。Ｐ７～「手に手　くらぶ探訪」

水戸ＲＣ。俳壇に日高ＲＣ引間会員の俳句が

掲載。Ｐ２３～「ロータリー・アット・ワーク」

会員投稿ページで、各クラブの現況が記され

ております。参考にして頂きたいと思います。

【出席報告】

【Ｍ　　Ｕ】

７／１２（ガバナー）木川君、萩野（暁）君

７／１３（新狭山）半田君

７／１４（日高）木川君、山川君

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・誕生日のお祝い有難うございました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　江澤君�

・入会記念のお祝い有難うございました。

　　　　　　　　　　　　　　　  細田（伴）君�

・遅刻。　　　　　　　　　　　　大野康君�

・早退。　　吉田（武）君、土屋（良）君、馬場君�

本日計９，０００円、累計額６４，０００円。

◎２２日例会当番は北田会員、小崎会員です。

�

＝ クラブ協議会 ＝

　　　　　　　　　　　　　司会　木川会長

◎間邉元幸職業奉仕委員長挨拶�

　田辺實委員、齋藤文雄委員と務めさせて頂

きます。「年度計画書」Ｐ３７をご参照ください。

　職業奉仕とはロータリアンが自らの職業を

通じて人々に奉仕し、高い道徳水準を実践す

ることであります。

　当委員会は、会員各自の職業を通じて、地

域社会での職業奉仕の認識を深めるため下記

の活動を計画しております。

１）四つのテストの唱和（第一例会）

２）職業奉仕月間に「職業奉仕」に関する卓話

３）会員事業所の家訓、社訓を集め異業種の

　　特色を知り、会員の事業に生かす

４）その他、職業奉仕に関する事業

　１年間皆様のご協力をよろしくお願い致し

ます。

◎増島宏徳社会奉仕委員長挨拶�

　委員は島田秀和会員と中里昌平パスト会長。

「飯能水」をお配りしましたが、これを第３

または第４例会に１０本ずつ持ってきます。

１２か月で１２０本。水道課で作っているので

すが、水道水から塩素を抜いて濾過し加熱し

てあり備蓄水として２年位持ちます。コンビ

ニのミネラルウォーターの３分の２の値段で

市内１６か所（市役所、公民館等）で売ってい

ます。社会奉仕プロジェクト部門は４つの委

員会に分かれているのですね。

〈環境・緑化〉では、緑と清流のまち飯能の水

のおいしさを再認識して頂き、水源保護及び

清流を取り戻すことに協力したいということ

で「飯能水」を配布します。

〈世界遺産登録推進〉では９／１６鈴木秀憲様

にさきたま古墳群についての卓話をやって頂

きます。

〈高校生社会体験活動〉では入間高校の生徒

に各事業所に行って頂きます。「フレッシュ」

「ステップアップ」の２コースのうち入間高校

は３日間の「ステップアップ」コース。木川会

長、和泉会員、小谷野会員、細田（吉）パスト

会長、島田会員、齋藤パスト会長、服部会員、

安藤会員の８事業所に登録して頂きました。

御礼申し上げます。

〈健康・福祉〉は医系会員の卓話をやれたらと

思っています。

　環境保全や新世代委員会とも協力して１年

間やっていきたいと思います。

◎藤原秋夫環境保全委員長挨拶�

　大河原康行委員と神田康夫委員の３名で務

めます。環境問題は毎日のように耳にしてい

ると思いますが、それだけ、環境を守ること

は生き物にとって大変大事なことなのだと思

います。私も秋田の生まれで、子どもの時は

雪がたくさん降ったのですが、今は正月にな

っても雪が無い年があります。夏もクーラー

はほとんど要らなかったのが今はクーラーが

無いと過ごせない。それだけ暖かくなってい

るということです。

　温暖化の大きな原因はＣＯ２。この前、ＮＨ

Ｋで「地球の肺　森と海に迫る危機」というの

をやっていて、森と海がＣＯ２の大半を処理

してくれているということを知りました。こ

の機会に私も、また皆様も、自分達で出来るこ

とを少しでもやっていったらよろしいのでは

ないかと思いますのでよろしくお願いします。

　活動内容は「年度計画書」Ｐ３９に記載。

１）継続事業として飯能市環境緑水課へゴミ

　　袋を寄贈

２）環境保全の資料などの配布

３）植樹、緑化運動等に参加

４）各会員のＣＯ２削減や資源の有効活用等

　　のアンケートを取り共有したい

　今年１年よろしくお願いします。

◎吉田行男新世代委員長挨拶�

　吉田武明委員とは同じ「吉田」なので姻戚

関係を調べてみましたら“父親の違う異母兄弟”。

赤の他人なのですけれども兄弟のように仲良

く１年間出来たらと思います。

　飯能のロータリアンが若い人のためにどう

いうことが出来るか、をいつも頭に入れて事

業を行っていきたい。特に子ども達との交流

を図りたいということで、９月、吾野の小・中

学校で総合の時間に「昔の伝承遊び」等で交流

します。その他、柔道・剣道・空手道等、武

道大会の応援もロータリアンとして出来たら

と思います。ブライダルの担当もさせて頂い

ております。

　一生懸命やらせて頂きたいと思いますので

よろしくお願い致します。

◎橋本 茂国際奉仕委員長挨拶�

　馬場正春委員と和泉由起夫委員と３人、予

算１６万円で世界を対象に運動を展開するわ

けでございます。ロータリーに約３０年おり

ますけれども国際奉仕の委員長は初めて。「国

際奉仕」とはどういうことなのだろうと、い

ろんなパンフレットを読みました。「ロータリ

アンの間に、また、一般の人の間に、理解と親

善を育むことがロータリーの国際奉仕が果た

すべき仕事である」…よく分からないのですね。

それで藤川さんの話を何回か読んでみました

ら「エバンストンの総司令部で彼らの最大の

興味は会員の増強とロータリー財団に対する

寄付金を増加すること」だと言われているの

です。まさに私は「そうなのかな」と…。

　国際奉仕独自では何も出来ないということ

で、社会奉仕ならびにロータリー財団、米山

奨学と協調して、エバンストンの総司令部に

寄付金を出すことが主たる業務なのだと思っ

たわけでございます。

　台本（「年度計画書」）に方針を羅列しました。

歴代の計画を見ますとほとんど月並みな同じ

ことなのですね。敢えて今年入れたのは「姉

妹クラブとの交流」。これは国際奉仕がイニ

シアティブを取る必要があるかどうかは分か

りませんが、クラブとして計画に入れること

が正しいかと思います。クラブとして一緒に

考えましょうということでございます。

　関連委員会とお互いに連携を取りながら事

業を推進して参る所存でございます。よろし

くお願い致します。

◎小崎裕之世界社会奉仕委員長挨拶�

　萩野映明委員と務めます。今、橋本委員長

からのお話をお聞きしましたが、世界社会奉

仕も国際奉仕の中で一緒にやるものなので、

昨年も委員会が一緒で勉強させて頂きました

が今年もまたよろしくお願い致します。

「年度計画書」Ｐ４２の事業計画にお目通し

頂きたいと思います。

　ＲＩ会長、地区ガバナーも継続的に人道的

支援をということで、識字率、水・保健、飢

餓救済とあります。ＷＣＳの大きな募金箱を

置いておきますので、ポケットにある１円玉

や書き損じ葉書、何でも結構ですので入れて

頂きたいと思います。

　今年は特に、意識をもっと上げて頂きたい。

それが第一だと思います。２月には「もっと

理解しろ」というようなことで“世界理解と

平和の日の推進”のための例会も予定してい

ます。月４回の例会のうち１回は私がＢＯＸ

を持って皆様のテーブルにお伺いしようかと

思います。１円たりとも積み重ねが大事だと

思いますのでどうぞよろしくお願い致します。

◎吉田 健ロータリー財団委員長挨拶�

　先程から話題になっている米山に比べ財団

はあまり人気がないようなのは日本的な風潮

なのでしょうか。いずれにしましても、ロー

タリーはインターナショナルでございます。

財団は表看板ではないかと思います。ＲＩか

ら言われた目標に向かい一生懸命頑張ってい

きたいと思います。

　本年度の目標は１人当たり総額２００＄。

内訳は、年次寄付が年間１３０＄。使途指定（ポ

リオ撲滅）寄付が総額５０＄。恒久基金寄付

が年間２０＄です。皆様からは毎月１０００円

頂戴していて、年間１２０００円、約１２０＄。

既に木川会長より１０００＄の寄付を頂いてお

りますので、皆様の中でやってもいいよとい

う方が何人かいらっしゃれば（２００＄×会員数）

の目標に到達するのではないかと思っていま

す。あくまでも目標です。ご協力をよろしく

お願い致します。

◎萩野 暁米山奨学委員長挨拶�

「年度計画書」Ｐ４４に方針や具体的活動が

載っているのですが、これは昨年と変わらな

いものです。毎度お願いしていることは「寄

付」だけ。私がここに立つと「是非、寄付を」

ということです。

　毎月の会費の中から頂戴している普通寄付

５０００円と、その他に、特別寄付１０万円に

ついては入会１０年以上の方に是非ご賛同頂

きたい。あるいは理事の方にお願いしたい。

毎回申し上げますが１日に直せば３００円。

３００円×３６５日は１０万円を超すわけでござ

いますから、是非ご協力をお願いしたいとい

うことです。

　しかし、その寄付集めだけが米山の目的で

はなくて、卒業後の奨学生を「学友」と言って

いるのですが、その学友達との関わり合いを

強くしたいというのが１つの念願です。サー

クルを作って発表会をする等、いろいろな方

法があるかと思いますが、今年は地区でも考

えているわけです。

　もう１つ、米山月間（１０月）には超大物の

卓話を予定しております。それは秩父の皆野

町でお医者さんをやっておられる金子千侍先

生です。今から１５、６年前にこの会場に来

られたそうですが、金子先生はロータリーの

米山のＮｏ．２であるだけでなく、秩父音頭の

家元なのです。おそらく１０／２８には秩父音

頭も披露されると思いますが、是非皆様にご

出席頂きたいと思います。この方のお兄様は

俳句で日本のＮｏ．１、金子兜太先生です。

飯能ロータリークラブ会報

晴

当 番 加藤君、神田（康）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
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・例会取消（定款による）

天　候
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に萩野（暁）委員長と出席。冒頭、加藤ガバナ

ーの申されますには、予算的には１９５０名で

始まる予定が、現実は１８５６名。１００名近い
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を超え、米山も２０億円の予算を組み、それが

全世界に誇れるものだったということでした。

　セミナーでは本日ご出席の呉君も含め奨学

生２４名からスピーチがありました。１７名が

女性、７名が男性。７名が中国、５名が韓国、

４名が台湾、その他にインドネシア、ネパー

ル、フランス等。基本は米山は極東地域を意

識したそうですが、今はそういう状況です。

是非とも米山に対するご協力をお願いしたい

と申されていました。

【幹事報告】

・８／５ガバナー補佐訪問例会は通常例会。�

・８／１２休会。８／１９公式訪問。入会３年未満

　の会員は１１：３０よりガバナーとの懇談会。

　１１Ｆ。制服着用で写真撮影。�

・日台ロータリー親善会議参加ツアーのご案

　内が来ています。�

◎例会変更のお知らせ�

◇新狭山ＲＣ�

・８／３（月）　納涼例会（移動例会）�

◎米山奨学生・呉継斌君に米山奨学金を贈呈

　　　　　　　　　　　　（拍手）�

◎スポンサーへのバッジの贈呈（拍手）�

大野康会員（市川昭会員は欠席）

【委員会報告】

◎米山奨学委員会　　　　　　　  萩野（暁）君

　７／１２（日）紫雲閣セミナーの目玉は「奨学

生による３分間スピーチ」。本来２８名です

が４名欠席で２４名から意見の開陳がありま

した。現在、奨学生のほとんどは文系。理系

は呉君ともう１人だけ、２人しかいない。当

クラブでも製造業の人や医師、歯科医師もい

ますよね。ところが残念なことに米山奨学生

には「国際関係学科」とか、聞いたことのない

ようなことを勉強されている方が多い。出来

れば理系を増やしたいのです。駿大も、医学

部は大変だとしても、買収でもして、工学部

とか理学部を是非作って欲しい。飯能が現在

栄えないのは製造業が栄えないからだと私は

思います。

◎雑誌委員会　　　　　　　　　  神田（敬）君

　投稿についての資料を配布。「確実に載る

コツ」等を是非見て頂き投稿してください。

「友」７月号紹介。横組表紙はジョン・ケニー

ＲＩ会長夫妻の写真。スコットランド出身の

初めてのＲＩ会長。Ｐ２０～３７「ガバナーの

横顔」に加藤玄静ガバナーが載っています。

Ｐ４２～４４、ビル・ゲイツ氏の父親にロータ

リーとポリオ撲滅にかける思いを聞いていま

す。「ＲＩ指定記事」財団管理委員長のメッ

セージもご一読ください。縦組Ｐ２～「環境

問題に挑戦する日本の技術と文化」東大名誉

教授・月尾氏。Ｐ７～「手に手　くらぶ探訪」

水戸ＲＣ。俳壇に日高ＲＣ引間会員の俳句が

掲載。Ｐ２３～「ロータリー・アット・ワーク」

会員投稿ページで、各クラブの現況が記され

ております。参考にして頂きたいと思います。

【出席報告】

【Ｍ　　Ｕ】

７／１２（ガバナー）木川君、萩野（暁）君

７／１３（新狭山）半田君

７／１４（日高）木川君、山川君

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・誕生日のお祝い有難うございました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　江澤君�

・入会記念のお祝い有難うございました。

　　　　　　　　　　　　　　　  細田（伴）君�

・遅刻。　　　　　　　　　　　　大野康君�

・早退。　　吉田（武）君、土屋（良）君、馬場君�

本日計９，０００円、累計額６４，０００円。

◎２２日例会当番は北田会員、小崎会員です。

�

＝ クラブ協議会 ＝

　　　　　　　　　　　　　司会　木川会長

◎間邉元幸職業奉仕委員長挨拶�

　田辺實委員、齋藤文雄委員と務めさせて頂

きます。「年度計画書」Ｐ３７をご参照ください。

　職業奉仕とはロータリアンが自らの職業を

通じて人々に奉仕し、高い道徳水準を実践す

ることであります。

　当委員会は、会員各自の職業を通じて、地

域社会での職業奉仕の認識を深めるため下記

の活動を計画しております。

１）四つのテストの唱和（第一例会）

２）職業奉仕月間に「職業奉仕」に関する卓話

３）会員事業所の家訓、社訓を集め異業種の

　　特色を知り、会員の事業に生かす

４）その他、職業奉仕に関する事業

　１年間皆様のご協力をよろしくお願い致し

ます。

◎増島宏徳社会奉仕委員長挨拶�

　委員は島田秀和会員と中里昌平パスト会長。

「飯能水」をお配りしましたが、これを第３

または第４例会に１０本ずつ持ってきます。

１２か月で１２０本。水道課で作っているので

すが、水道水から塩素を抜いて濾過し加熱し

てあり備蓄水として２年位持ちます。コンビ

ニのミネラルウォーターの３分の２の値段で

市内１６か所（市役所、公民館等）で売ってい

ます。社会奉仕プロジェクト部門は４つの委

員会に分かれているのですね。

〈環境・緑化〉では、緑と清流のまち飯能の水

のおいしさを再認識して頂き、水源保護及び

清流を取り戻すことに協力したいということ

で「飯能水」を配布します。

〈世界遺産登録推進〉では９／１６鈴木秀憲様

にさきたま古墳群についての卓話をやって頂

きます。

〈高校生社会体験活動〉では入間高校の生徒

に各事業所に行って頂きます。「フレッシュ」

「ステップアップ」の２コースのうち入間高校

は３日間の「ステップアップ」コース。木川会

長、和泉会員、小谷野会員、細田（吉）パスト

会長、島田会員、齋藤パスト会長、服部会員、

安藤会員の８事業所に登録して頂きました。

御礼申し上げます。

〈健康・福祉〉は医系会員の卓話をやれたらと

思っています。

　環境保全や新世代委員会とも協力して１年

間やっていきたいと思います。

◎藤原秋夫環境保全委員長挨拶�

　大河原康行委員と神田康夫委員の３名で務

めます。環境問題は毎日のように耳にしてい

ると思いますが、それだけ、環境を守ること

は生き物にとって大変大事なことなのだと思

います。私も秋田の生まれで、子どもの時は

雪がたくさん降ったのですが、今は正月にな

っても雪が無い年があります。夏もクーラー

はほとんど要らなかったのが今はクーラーが

無いと過ごせない。それだけ暖かくなってい

るということです。

　温暖化の大きな原因はＣＯ２。この前、ＮＨ

Ｋで「地球の肺　森と海に迫る危機」というの

をやっていて、森と海がＣＯ２の大半を処理

してくれているということを知りました。こ

の機会に私も、また皆様も、自分達で出来るこ

とを少しでもやっていったらよろしいのでは

ないかと思いますのでよろしくお願いします。

　活動内容は「年度計画書」Ｐ３９に記載。

１）継続事業として飯能市環境緑水課へゴミ

　　袋を寄贈

２）環境保全の資料などの配布

３）植樹、緑化運動等に参加

４）各会員のＣＯ２削減や資源の有効活用等

　　のアンケートを取り共有したい

　今年１年よろしくお願いします。

◎吉田行男新世代委員長挨拶�

　吉田武明委員とは同じ「吉田」なので姻戚

関係を調べてみましたら“父親の違う異母兄弟”。

赤の他人なのですけれども兄弟のように仲良

く１年間出来たらと思います。

　飯能のロータリアンが若い人のためにどう

いうことが出来るか、をいつも頭に入れて事

業を行っていきたい。特に子ども達との交流

を図りたいということで、９月、吾野の小・中

学校で総合の時間に「昔の伝承遊び」等で交流

します。その他、柔道・剣道・空手道等、武

道大会の応援もロータリアンとして出来たら

と思います。ブライダルの担当もさせて頂い

ております。

　一生懸命やらせて頂きたいと思いますので

よろしくお願い致します。

◎橋本 茂国際奉仕委員長挨拶�

　馬場正春委員と和泉由起夫委員と３人、予

算１６万円で世界を対象に運動を展開するわ

けでございます。ロータリーに約３０年おり

ますけれども国際奉仕の委員長は初めて。「国

際奉仕」とはどういうことなのだろうと、い

ろんなパンフレットを読みました。「ロータリ

アンの間に、また、一般の人の間に、理解と親

善を育むことがロータリーの国際奉仕が果た

すべき仕事である」…よく分からないのですね。

それで藤川さんの話を何回か読んでみました

ら「エバンストンの総司令部で彼らの最大の

興味は会員の増強とロータリー財団に対する

寄付金を増加すること」だと言われているの

です。まさに私は「そうなのかな」と…。

　国際奉仕独自では何も出来ないということ

で、社会奉仕ならびにロータリー財団、米山

奨学と協調して、エバンストンの総司令部に

寄付金を出すことが主たる業務なのだと思っ

たわけでございます。

　台本（「年度計画書」）に方針を羅列しました。

歴代の計画を見ますとほとんど月並みな同じ

ことなのですね。敢えて今年入れたのは「姉

妹クラブとの交流」。これは国際奉仕がイニ

シアティブを取る必要があるかどうかは分か

りませんが、クラブとして計画に入れること

が正しいかと思います。クラブとして一緒に

考えましょうということでございます。

　関連委員会とお互いに連携を取りながら事

業を推進して参る所存でございます。よろし

くお願い致します。

◎小崎裕之世界社会奉仕委員長挨拶�

　萩野映明委員と務めます。今、橋本委員長

からのお話をお聞きしましたが、世界社会奉

仕も国際奉仕の中で一緒にやるものなので、

昨年も委員会が一緒で勉強させて頂きました

が今年もまたよろしくお願い致します。

「年度計画書」Ｐ４２の事業計画にお目通し

頂きたいと思います。

　ＲＩ会長、地区ガバナーも継続的に人道的

支援をということで、識字率、水・保健、飢

餓救済とあります。ＷＣＳの大きな募金箱を

置いておきますので、ポケットにある１円玉

や書き損じ葉書、何でも結構ですので入れて

頂きたいと思います。

　今年は特に、意識をもっと上げて頂きたい。

それが第一だと思います。２月には「もっと

理解しろ」というようなことで“世界理解と

平和の日の推進”のための例会も予定してい

ます。月４回の例会のうち１回は私がＢＯＸ

を持って皆様のテーブルにお伺いしようかと

思います。１円たりとも積み重ねが大事だと

思いますのでどうぞよろしくお願い致します。

◎吉田 健ロータリー財団委員長挨拶�

　先程から話題になっている米山に比べ財団

はあまり人気がないようなのは日本的な風潮

なのでしょうか。いずれにしましても、ロー

タリーはインターナショナルでございます。

財団は表看板ではないかと思います。ＲＩか

ら言われた目標に向かい一生懸命頑張ってい

きたいと思います。

　本年度の目標は１人当たり総額２００＄。

内訳は、年次寄付が年間１３０＄。使途指定（ポ

リオ撲滅）寄付が総額５０＄。恒久基金寄付

が年間２０＄です。皆様からは毎月１０００円

頂戴していて、年間１２０００円、約１２０＄。

既に木川会長より１０００＄の寄付を頂いてお

りますので、皆様の中でやってもいいよとい

う方が何人かいらっしゃれば（２００＄×会員数）

の目標に到達するのではないかと思っていま

す。あくまでも目標です。ご協力をよろしく

お願い致します。

◎萩野 暁米山奨学委員長挨拶�

「年度計画書」Ｐ４４に方針や具体的活動が

載っているのですが、これは昨年と変わらな

いものです。毎度お願いしていることは「寄

付」だけ。私がここに立つと「是非、寄付を」

ということです。

　毎月の会費の中から頂戴している普通寄付

５０００円と、その他に、特別寄付１０万円に

ついては入会１０年以上の方に是非ご賛同頂

きたい。あるいは理事の方にお願いしたい。

毎回申し上げますが１日に直せば３００円。

３００円×３６５日は１０万円を超すわけでござ

いますから、是非ご協力をお願いしたいとい

うことです。

　しかし、その寄付集めだけが米山の目的で

はなくて、卒業後の奨学生を「学友」と言って

いるのですが、その学友達との関わり合いを

強くしたいというのが１つの念願です。サー

クルを作って発表会をする等、いろいろな方

法があるかと思いますが、今年は地区でも考

えているわけです。

　もう１つ、米山月間（１０月）には超大物の

卓話を予定しております。それは秩父の皆野

町でお医者さんをやっておられる金子千侍先

生です。今から１５、６年前にこの会場に来

られたそうですが、金子先生はロータリーの

米山のＮｏ．２であるだけでなく、秩父音頭の

家元なのです。おそらく１０／２８には秩父音

頭も披露されると思いますが、是非皆様にご

出席頂きたいと思います。この方のお兄様は

俳句で日本のＮｏ．１、金子兜太先生です。

飯能ロータリークラブ会報

晴

当 番 加藤君、神田（康）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
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前々回修正
出　席　率

８５．７１％

石原橋下の釣人

加 藤 玄 静

第２３４８　例会

８月１９日（３、水）
当番　神田（敬）君、小久保君

ガ バ ナ ー 公 式 訪 問

（結婚・誕生日祝）

晴

・例会取消（定款による）

天　候



・点　鐘　木川会長

・ソング　それでこそロータリー�

・米山奨学生　呉継斌君�

【会長報告】

　関東地方も梅雨が明けたようです。寝苦し

い夜が続いておりますが体調を崩さないよう

お願いします。

　協議会後に時間が余るようでしたら復習の

意味で米山翁についてコメントしたいと思い

ます。

　７／１２（日）紫雲閣で米山奨学部門セミナー

に萩野（暁）委員長と出席。冒頭、加藤ガバナ

ーの申されますには、予算的には１９５０名で

始まる予定が、現実は１８５６名。１００名近い

人が減ったということでした。会員数によっ

て予算が決まるわけですが、米山に関しては

昨年は３５００万円の予算が計上され２４名の

奨学生の枠をとったそうです。全日本の寄付

目標は１４億９４００万円で８２６名をお受けし

ているそうです。名古屋の会員で「ホシザキ

電機」からは１億円の寄付があったそうです。

米山は日本の誇れる奨学制度ですが、加藤ガ

バナーは「陰徳」という言葉をお使いになり、

ロータリーはあまり表に出ないような動きを

するのが流れだったが、これからは徹底して

ＰＲが必要ではないかとおっしゃっていまし

た。ライオンズは徹底してＰＲする性格のク

ラブだとのことです。「ＲＣは陰徳事業では

ない。やったことはそれなりにＰＲが必要。

そうでなければＲＣの存在自体も認識されな

いのではないか」とのお話でした。

　全日本副会長の金子千侍氏のお話では、金

子氏がガバナーの時、日本の会員は１３万人

を超え、米山も２０億円の予算を組み、それが

全世界に誇れるものだったということでした。

　セミナーでは本日ご出席の呉君も含め奨学

生２４名からスピーチがありました。１７名が

女性、７名が男性。７名が中国、５名が韓国、

４名が台湾、その他にインドネシア、ネパー

ル、フランス等。基本は米山は極東地域を意

識したそうですが、今はそういう状況です。

是非とも米山に対するご協力をお願いしたい

と申されていました。

【幹事報告】

・８／５ガバナー補佐訪問例会は通常例会。�

・８／１２休会。８／１９公式訪問。入会３年未満

　の会員は１１：３０よりガバナーとの懇談会。

　１１Ｆ。制服着用で写真撮影。�

・日台ロータリー親善会議参加ツアーのご案

　内が来ています。�

◎例会変更のお知らせ�

◇新狭山ＲＣ�

・８／３（月）　納涼例会（移動例会）�

◎米山奨学生・呉継斌君に米山奨学金を贈呈

　　　　　　　　　　　　（拍手）�

◎スポンサーへのバッジの贈呈（拍手）�

大野康会員（市川昭会員は欠席）

【委員会報告】

◎米山奨学委員会　　　　　　　  萩野（暁）君

　７／１２（日）紫雲閣セミナーの目玉は「奨学

生による３分間スピーチ」。本来２８名です

が４名欠席で２４名から意見の開陳がありま

した。現在、奨学生のほとんどは文系。理系

は呉君ともう１人だけ、２人しかいない。当

クラブでも製造業の人や医師、歯科医師もい

ますよね。ところが残念なことに米山奨学生

には「国際関係学科」とか、聞いたことのない

ようなことを勉強されている方が多い。出来

れば理系を増やしたいのです。駿大も、医学

部は大変だとしても、買収でもして、工学部

とか理学部を是非作って欲しい。飯能が現在

栄えないのは製造業が栄えないからだと私は

思います。

◎雑誌委員会　　　　　　　　　  神田（敬）君

　投稿についての資料を配布。「確実に載る

コツ」等を是非見て頂き投稿してください。

「友」７月号紹介。横組表紙はジョン・ケニー

ＲＩ会長夫妻の写真。スコットランド出身の

初めてのＲＩ会長。Ｐ２０～３７「ガバナーの

横顔」に加藤玄静ガバナーが載っています。

Ｐ４２～４４、ビル・ゲイツ氏の父親にロータ

リーとポリオ撲滅にかける思いを聞いていま

す。「ＲＩ指定記事」財団管理委員長のメッ

セージもご一読ください。縦組Ｐ２～「環境

問題に挑戦する日本の技術と文化」東大名誉

教授・月尾氏。Ｐ７～「手に手　くらぶ探訪」

水戸ＲＣ。俳壇に日高ＲＣ引間会員の俳句が

掲載。Ｐ２３～「ロータリー・アット・ワーク」

会員投稿ページで、各クラブの現況が記され

ております。参考にして頂きたいと思います。

【出席報告】

【Ｍ　　Ｕ】

７／１２（ガバナー）木川君、萩野（暁）君

７／１３（新狭山）半田君

７／１４（日高）木川君、山川君

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・誕生日のお祝い有難うございました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　江澤君�

・入会記念のお祝い有難うございました。

　　　　　　　　　　　　　　　  細田（伴）君�

・遅刻。　　　　　　　　　　　　大野康君�

・早退。　　吉田（武）君、土屋（良）君、馬場君�

本日計９，０００円、累計額６４，０００円。

◎２２日例会当番は北田会員、小崎会員です。

�

＝ クラブ協議会 ＝

　　　　　　　　　　　　　司会　木川会長

◎間邉元幸職業奉仕委員長挨拶�

　田辺實委員、齋藤文雄委員と務めさせて頂

きます。「年度計画書」Ｐ３７をご参照ください。

　職業奉仕とはロータリアンが自らの職業を

通じて人々に奉仕し、高い道徳水準を実践す

ることであります。

　当委員会は、会員各自の職業を通じて、地

域社会での職業奉仕の認識を深めるため下記

の活動を計画しております。

１）四つのテストの唱和（第一例会）

２）職業奉仕月間に「職業奉仕」に関する卓話

３）会員事業所の家訓、社訓を集め異業種の

　　特色を知り、会員の事業に生かす

４）その他、職業奉仕に関する事業

　１年間皆様のご協力をよろしくお願い致し

ます。

◎増島宏徳社会奉仕委員長挨拶�

　委員は島田秀和会員と中里昌平パスト会長。

「飯能水」をお配りしましたが、これを第３

または第４例会に１０本ずつ持ってきます。

１２か月で１２０本。水道課で作っているので

すが、水道水から塩素を抜いて濾過し加熱し

てあり備蓄水として２年位持ちます。コンビ

ニのミネラルウォーターの３分の２の値段で

市内１６か所（市役所、公民館等）で売ってい

ます。社会奉仕プロジェクト部門は４つの委

員会に分かれているのですね。

〈環境・緑化〉では、緑と清流のまち飯能の水

のおいしさを再認識して頂き、水源保護及び

清流を取り戻すことに協力したいということ

で「飯能水」を配布します。

〈世界遺産登録推進〉では９／１６鈴木秀憲様

にさきたま古墳群についての卓話をやって頂

きます。

〈高校生社会体験活動〉では入間高校の生徒

に各事業所に行って頂きます。「フレッシュ」

「ステップアップ」の２コースのうち入間高校

は３日間の「ステップアップ」コース。木川会

長、和泉会員、小谷野会員、細田（吉）パスト

会長、島田会員、齋藤パスト会長、服部会員、

安藤会員の８事業所に登録して頂きました。

御礼申し上げます。

〈健康・福祉〉は医系会員の卓話をやれたらと

思っています。

　環境保全や新世代委員会とも協力して１年

間やっていきたいと思います。

◎藤原秋夫環境保全委員長挨拶�

　大河原康行委員と神田康夫委員の３名で務

めます。環境問題は毎日のように耳にしてい

ると思いますが、それだけ、環境を守ること

は生き物にとって大変大事なことなのだと思

います。私も秋田の生まれで、子どもの時は

雪がたくさん降ったのですが、今は正月にな

っても雪が無い年があります。夏もクーラー

はほとんど要らなかったのが今はクーラーが

無いと過ごせない。それだけ暖かくなってい

るということです。

　温暖化の大きな原因はＣＯ２。この前、ＮＨ

Ｋで「地球の肺　森と海に迫る危機」というの

をやっていて、森と海がＣＯ２の大半を処理

してくれているということを知りました。こ

の機会に私も、また皆様も、自分達で出来るこ

とを少しでもやっていったらよろしいのでは

ないかと思いますのでよろしくお願いします。

　活動内容は「年度計画書」Ｐ３９に記載。

１）継続事業として飯能市環境緑水課へゴミ

　　袋を寄贈

２）環境保全の資料などの配布

３）植樹、緑化運動等に参加

４）各会員のＣＯ２削減や資源の有効活用等

　　のアンケートを取り共有したい

　今年１年よろしくお願いします。

◎吉田行男新世代委員長挨拶�

　吉田武明委員とは同じ「吉田」なので姻戚

関係を調べてみましたら“父親の違う異母兄弟”。

赤の他人なのですけれども兄弟のように仲良

く１年間出来たらと思います。

　飯能のロータリアンが若い人のためにどう

いうことが出来るか、をいつも頭に入れて事

業を行っていきたい。特に子ども達との交流

を図りたいということで、９月、吾野の小・中

学校で総合の時間に「昔の伝承遊び」等で交流

します。その他、柔道・剣道・空手道等、武

道大会の応援もロータリアンとして出来たら

と思います。ブライダルの担当もさせて頂い

ております。

　一生懸命やらせて頂きたいと思いますので

よろしくお願い致します。

◎橋本 茂国際奉仕委員長挨拶�

　馬場正春委員と和泉由起夫委員と３人、予

算１６万円で世界を対象に運動を展開するわ

けでございます。ロータリーに約３０年おり

ますけれども国際奉仕の委員長は初めて。「国

際奉仕」とはどういうことなのだろうと、い

ろんなパンフレットを読みました。「ロータリ

アンの間に、また、一般の人の間に、理解と親

善を育むことがロータリーの国際奉仕が果た

すべき仕事である」…よく分からないのですね。

それで藤川さんの話を何回か読んでみました

ら「エバンストンの総司令部で彼らの最大の

興味は会員の増強とロータリー財団に対する

寄付金を増加すること」だと言われているの

です。まさに私は「そうなのかな」と…。

　国際奉仕独自では何も出来ないということ

で、社会奉仕ならびにロータリー財団、米山

奨学と協調して、エバンストンの総司令部に

寄付金を出すことが主たる業務なのだと思っ

たわけでございます。

　台本（「年度計画書」）に方針を羅列しました。

歴代の計画を見ますとほとんど月並みな同じ

ことなのですね。敢えて今年入れたのは「姉

妹クラブとの交流」。これは国際奉仕がイニ

シアティブを取る必要があるかどうかは分か

りませんが、クラブとして計画に入れること

が正しいかと思います。クラブとして一緒に

考えましょうということでございます。

　関連委員会とお互いに連携を取りながら事

業を推進して参る所存でございます。よろし

くお願い致します。

◎小崎裕之世界社会奉仕委員長挨拶�

　萩野映明委員と務めます。今、橋本委員長

からのお話をお聞きしましたが、世界社会奉

仕も国際奉仕の中で一緒にやるものなので、

昨年も委員会が一緒で勉強させて頂きました

が今年もまたよろしくお願い致します。

「年度計画書」Ｐ４２の事業計画にお目通し

頂きたいと思います。

　ＲＩ会長、地区ガバナーも継続的に人道的

支援をということで、識字率、水・保健、飢

餓救済とあります。ＷＣＳの大きな募金箱を

置いておきますので、ポケットにある１円玉

や書き損じ葉書、何でも結構ですので入れて

頂きたいと思います。

　今年は特に、意識をもっと上げて頂きたい。

それが第一だと思います。２月には「もっと

理解しろ」というようなことで“世界理解と

平和の日の推進”のための例会も予定してい

ます。月４回の例会のうち１回は私がＢＯＸ

を持って皆様のテーブルにお伺いしようかと

思います。１円たりとも積み重ねが大事だと

思いますのでどうぞよろしくお願い致します。

◎吉田 健ロータリー財団委員長挨拶�

　先程から話題になっている米山に比べ財団

はあまり人気がないようなのは日本的な風潮

なのでしょうか。いずれにしましても、ロー

タリーはインターナショナルでございます。

財団は表看板ではないかと思います。ＲＩか

ら言われた目標に向かい一生懸命頑張ってい

きたいと思います。

　本年度の目標は１人当たり総額２００＄。

内訳は、年次寄付が年間１３０＄。使途指定（ポ

リオ撲滅）寄付が総額５０＄。恒久基金寄付

が年間２０＄です。皆様からは毎月１０００円

頂戴していて、年間１２０００円、約１２０＄。

既に木川会長より１０００＄の寄付を頂いてお

りますので、皆様の中でやってもいいよとい

う方が何人かいらっしゃれば（２００＄×会員数）

の目標に到達するのではないかと思っていま

す。あくまでも目標です。ご協力をよろしく

お願い致します。

◎萩野 暁米山奨学委員長挨拶�

「年度計画書」Ｐ４４に方針や具体的活動が

載っているのですが、これは昨年と変わらな

いものです。毎度お願いしていることは「寄

付」だけ。私がここに立つと「是非、寄付を」

ということです。

　毎月の会費の中から頂戴している普通寄付

５０００円と、その他に、特別寄付１０万円に

ついては入会１０年以上の方に是非ご賛同頂

きたい。あるいは理事の方にお願いしたい。

毎回申し上げますが１日に直せば３００円。

３００円×３６５日は１０万円を超すわけでござ

いますから、是非ご協力をお願いしたいとい

うことです。

　しかし、その寄付集めだけが米山の目的で

はなくて、卒業後の奨学生を「学友」と言って

いるのですが、その学友達との関わり合いを

強くしたいというのが１つの念願です。サー

クルを作って発表会をする等、いろいろな方

法があるかと思いますが、今年は地区でも考

えているわけです。

　もう１つ、米山月間（１０月）には超大物の

卓話を予定しております。それは秩父の皆野

町でお医者さんをやっておられる金子千侍先

生です。今から１５、６年前にこの会場に来

られたそうですが、金子先生はロータリーの

米山のＮｏ．２であるだけでなく、秩父音頭の

家元なのです。おそらく１０／２８には秩父音

頭も披露されると思いますが、是非皆様にご

出席頂きたいと思います。この方のお兄様は

俳句で日本のＮｏ．１、金子兜太先生です。

飯能ロータリークラブ会報

晴

当 番 加藤君、神田（康）君

ロータリーの未来は  あなたの手の中に
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「飯能水」をお配りしましたが、これを第３

または第４例会に１０本ずつ持ってきます。

１２か月で１２０本。水道課で作っているので

すが、水道水から塩素を抜いて濾過し加熱し

てあり備蓄水として２年位持ちます。コンビ

ニのミネラルウォーターの３分の２の値段で

市内１６か所（市役所、公民館等）で売ってい

ます。社会奉仕プロジェクト部門は４つの委

員会に分かれているのですね。

〈環境・緑化〉では、緑と清流のまち飯能の水

のおいしさを再認識して頂き、水源保護及び

清流を取り戻すことに協力したいということ

で「飯能水」を配布します。

〈世界遺産登録推進〉では９／１６鈴木秀憲様

にさきたま古墳群についての卓話をやって頂

きます。

〈高校生社会体験活動〉では入間高校の生徒

に各事業所に行って頂きます。「フレッシュ」

「ステップアップ」の２コースのうち入間高校

は３日間の「ステップアップ」コース。木川会

長、和泉会員、小谷野会員、細田（吉）パスト

会長、島田会員、齋藤パスト会長、服部会員、

安藤会員の８事業所に登録して頂きました。

御礼申し上げます。

〈健康・福祉〉は医系会員の卓話をやれたらと

思っています。

　環境保全や新世代委員会とも協力して１年

間やっていきたいと思います。

◎藤原秋夫環境保全委員長挨拶�

　大河原康行委員と神田康夫委員の３名で務

めます。環境問題は毎日のように耳にしてい

ると思いますが、それだけ、環境を守ること

は生き物にとって大変大事なことなのだと思

います。私も秋田の生まれで、子どもの時は

雪がたくさん降ったのですが、今は正月にな

っても雪が無い年があります。夏もクーラー

はほとんど要らなかったのが今はクーラーが

無いと過ごせない。それだけ暖かくなってい

るということです。

　温暖化の大きな原因はＣＯ２。この前、ＮＨ

Ｋで「地球の肺　森と海に迫る危機」というの

をやっていて、森と海がＣＯ２の大半を処理

してくれているということを知りました。こ

の機会に私も、また皆様も、自分達で出来るこ

とを少しでもやっていったらよろしいのでは

ないかと思いますのでよろしくお願いします。

　活動内容は「年度計画書」Ｐ３９に記載。

１）継続事業として飯能市環境緑水課へゴミ

　　袋を寄贈

２）環境保全の資料などの配布

３）植樹、緑化運動等に参加

４）各会員のＣＯ２削減や資源の有効活用等

　　のアンケートを取り共有したい

　今年１年よろしくお願いします。

◎吉田行男新世代委員長挨拶�

　吉田武明委員とは同じ「吉田」なので姻戚

関係を調べてみましたら“父親の違う異母兄弟”。

赤の他人なのですけれども兄弟のように仲良

く１年間出来たらと思います。

　飯能のロータリアンが若い人のためにどう

いうことが出来るか、をいつも頭に入れて事

業を行っていきたい。特に子ども達との交流

を図りたいということで、９月、吾野の小・中

学校で総合の時間に「昔の伝承遊び」等で交流

します。その他、柔道・剣道・空手道等、武

道大会の応援もロータリアンとして出来たら

と思います。ブライダルの担当もさせて頂い

ております。

　一生懸命やらせて頂きたいと思いますので

よろしくお願い致します。

◎橋本 茂国際奉仕委員長挨拶�

　馬場正春委員と和泉由起夫委員と３人、予

算１６万円で世界を対象に運動を展開するわ

けでございます。ロータリーに約３０年おり

ますけれども国際奉仕の委員長は初めて。「国

際奉仕」とはどういうことなのだろうと、い

ろんなパンフレットを読みました。「ロータリ

アンの間に、また、一般の人の間に、理解と親

善を育むことがロータリーの国際奉仕が果た

すべき仕事である」…よく分からないのですね。

それで藤川さんの話を何回か読んでみました

ら「エバンストンの総司令部で彼らの最大の

興味は会員の増強とロータリー財団に対する

寄付金を増加すること」だと言われているの

です。まさに私は「そうなのかな」と…。

　国際奉仕独自では何も出来ないということ

で、社会奉仕ならびにロータリー財団、米山

奨学と協調して、エバンストンの総司令部に

寄付金を出すことが主たる業務なのだと思っ

たわけでございます。

　台本（「年度計画書」）に方針を羅列しました。

歴代の計画を見ますとほとんど月並みな同じ

ことなのですね。敢えて今年入れたのは「姉

妹クラブとの交流」。これは国際奉仕がイニ

シアティブを取る必要があるかどうかは分か

りませんが、クラブとして計画に入れること

が正しいかと思います。クラブとして一緒に

考えましょうということでございます。

　関連委員会とお互いに連携を取りながら事

業を推進して参る所存でございます。よろし

くお願い致します。

◎小崎裕之世界社会奉仕委員長挨拶�

　萩野映明委員と務めます。今、橋本委員長

からのお話をお聞きしましたが、世界社会奉

仕も国際奉仕の中で一緒にやるものなので、

昨年も委員会が一緒で勉強させて頂きました

が今年もまたよろしくお願い致します。

「年度計画書」Ｐ４２の事業計画にお目通し

頂きたいと思います。

　ＲＩ会長、地区ガバナーも継続的に人道的

支援をということで、識字率、水・保健、飢

餓救済とあります。ＷＣＳの大きな募金箱を

置いておきますので、ポケットにある１円玉

や書き損じ葉書、何でも結構ですので入れて

頂きたいと思います。

　今年は特に、意識をもっと上げて頂きたい。

それが第一だと思います。２月には「もっと

理解しろ」というようなことで“世界理解と

平和の日の推進”のための例会も予定してい

ます。月４回の例会のうち１回は私がＢＯＸ

を持って皆様のテーブルにお伺いしようかと

思います。１円たりとも積み重ねが大事だと

思いますのでどうぞよろしくお願い致します。

◎吉田 健ロータリー財団委員長挨拶�

　先程から話題になっている米山に比べ財団

はあまり人気がないようなのは日本的な風潮

なのでしょうか。いずれにしましても、ロー

タリーはインターナショナルでございます。

財団は表看板ではないかと思います。ＲＩか

ら言われた目標に向かい一生懸命頑張ってい

きたいと思います。

　本年度の目標は１人当たり総額２００＄。

内訳は、年次寄付が年間１３０＄。使途指定（ポ

リオ撲滅）寄付が総額５０＄。恒久基金寄付

が年間２０＄です。皆様からは毎月１０００円

頂戴していて、年間１２０００円、約１２０＄。

既に木川会長より１０００＄の寄付を頂いてお

りますので、皆様の中でやってもいいよとい

う方が何人かいらっしゃれば（２００＄×会員数）

の目標に到達するのではないかと思っていま

す。あくまでも目標です。ご協力をよろしく

お願い致します。

◎萩野 暁米山奨学委員長挨拶�

「年度計画書」Ｐ４４に方針や具体的活動が

載っているのですが、これは昨年と変わらな

いものです。毎度お願いしていることは「寄

付」だけ。私がここに立つと「是非、寄付を」

ということです。

　毎月の会費の中から頂戴している普通寄付

５０００円と、その他に、特別寄付１０万円に

ついては入会１０年以上の方に是非ご賛同頂

きたい。あるいは理事の方にお願いしたい。

毎回申し上げますが１日に直せば３００円。

３００円×３６５日は１０万円を超すわけでござ

いますから、是非ご協力をお願いしたいとい

うことです。

　しかし、その寄付集めだけが米山の目的で

はなくて、卒業後の奨学生を「学友」と言って

いるのですが、その学友達との関わり合いを

強くしたいというのが１つの念願です。サー

クルを作って発表会をする等、いろいろな方

法があるかと思いますが、今年は地区でも考

えているわけです。

　もう１つ、米山月間（１０月）には超大物の

卓話を予定しております。それは秩父の皆野

町でお医者さんをやっておられる金子千侍先

生です。今から１５、６年前にこの会場に来

られたそうですが、金子先生はロータリーの

米山のＮｏ．２であるだけでなく、秩父音頭の

家元なのです。おそらく１０／２８には秩父音

頭も披露されると思いますが、是非皆様にご

出席頂きたいと思います。この方のお兄様は

俳句で日本のＮｏ．１、金子兜太先生です。

第２３４８　例会

８月１９日（３、水）
当番　神田（敬）君、小久保君

ガ バ ナ ー 公 式 訪 問

（結婚・誕生日祝）

晴

・例会取消（定款による）

天　候

月   日
当　番

［担当委員会］例会数 行　事　予　定

増 島 君
間 邉 君

［新世代］

［社会奉仕］

［会長・幹事］

中央工学校教諭 一級建築士事務所長

卓 話　　　　　　　　　
「スポーツを通じての　　
　　　　　 青少年育成」

例会取消
（法定休日）

平成２１年９月のプログラム
（月間テーマ  新世代のための月間）

市野彰俊 様

中里（昌）君
中里（忠）君

大野康夫君
大 木 君

行田商工会議所 会頭

卓 話　　　　　　　　　
「さきたま古墳群
世界遺産登録事業について」

鈴木秀憲 様（行田ＲＣ）

前 島 君
丸 山 君

［市川（洋）君］

元ＮＨＫ情報ネットワーク
スポーツ事業部長

卓 話　　　　　　　　　
 「オリンピックと放送」

大沢芳文 様

（財）日本生態系協会  専門調査員

卓 話　　　　　　　　　
 　 「（タイトル未定） 」

市川和夫 様


