
・点　鐘　半田会長

・ソング　君が代　奉仕の理想�

・四つのテスト斉唱　前島職業奉仕委員�

【会長報告】

　心配しながらだったのですが、東清州ＲＣ

へ１１／２５から３泊４日、今回初めて奥方３人

を交えて８人で行って参りました。姉妹クラ

ブ締結は４０年前の１９７０年。その年の９／１７

には一行２６人で行ったそうです。東清州はソ

ウルから高速を車で２時間位のところ。当時、

一緒のクラブだった日高・比留間医院の院長

が、学会で広島方面に行った時、韓国から来た

金医師と意気投合して、姉妹クラブとなった

そうです。今回、通訳をしてくれた金医師の

息子さんは東京工大大学院に２年留学、ソウ

ルの大学で先生をやった後、最近、幼稚園の

経営者になったそうです。５階建の園を見学

して参りました。来年は会長になられます。

「ブライダルカード」にはガバナー事務所の

住所等が入っておりますので、ご希望の方は

こちらへ直接送るようにとのことでした。

【幹事報告】

・役員会で次年度役員、承認。�

・ロータリーレート１＄＝８２円�

　（毎月のレートはＷｅｂサイトもご活用下さい）

・前島会員が京都でＭＵ、西陣織バナーには

　クラブ讃美とバナーの企画意図の書かれた

　添え文があったそうで、飯能でも、昔あった

　〈顕彰文〉を再作成することになりました。

◎例会変更のお知らせ�
◇所沢中央ＲＣ�
・１２／２０（月）振替休会 １２／１８（土）家族同伴忘年会�
・１２／２７（月）振替休会 １／８（土）新年移動例会�
・１／３（月）　  法定休日�
・１／１０（月）  法定休日（成人の日）�
◇所沢ＲＣ�
・１２／２１（火）１２／１７（金）クリスマス会に振替
　　　　　　東京ディズニーシー�
・１２／２８（火）定款第６条により休会�
・１／４（火）　  定款第６条により休会�
・１／１１（火）   新年会　セレス所沢１８時点鐘�
・２／２２（火）   定款第６条により休会�
◇狭山ＲＣ�
・１２／２４（金）年末家族会１８時点鐘�
・１２／３１（金）特別休日（定款６―１―Ｃ）�
◇新狭山ＲＣ�
・１２／１３（月）年末家族会　新狭山ホテル�
・１２／２７（月）例会取止（定款６―１―Ｃ）�
・１／３（月）　  例会取止（定款６―１―Ｃ）�
・１／１０（月）　例会取止（定款６―１―Ｃ）�
・１／１７（月）   １／１８（火）市内３ＲＣ新春合同例会
　　　　　　東武サロン�

【委員会報告】

◎親睦活動委員会　　　　　　　  神田（敬）君

　クリスマス家族会は「マロウドイン飯能」に

変更。飯能駅南口、バスは１７：４０発。細田徳二郎

名誉会員夫妻も参加。よろしくお願い致します。

◎国際奉仕委員会　　　　　　　  吉田（健）君

《東清州ＲＣ訪問について》ご心配頂きまし

たが行ってみたらそれ程でも無かったという

ことで安心して帰って来ました。東清州は夜

７時から１時間の夜間例会。会員数６２名。残念

ながら出席は５０％位。何故昼間、例会をやらな

いのか聞きましたら“お昼の１時間”がとても

取れないのだそうです。年会費は６万円。“ニ

コニコ”は「お膳」で回し、クラブ運営費にして

いるみたいです。４名のガバナー経験者から

クラブの歴史等、熱く説明して頂きました。

ゴルフは４組でやるわけだったのですが、こ

ちらが２組キャンセル。先方はキャンセル出

来ず、やって頂きました。季節の良い時に行っ

たら楽しいのかなと思います。清州市は人口

６５万。４つあるゴルフ場はお値段高め。関西

国際空港からは清州国際空港に週４便飛んで

いるそうで、そんなこともこれからの課題に

なるのではないかと思いました。

【出席報告】無断欠席なし

【Ｍ　　Ｕ】

１１／２５（韓国東清州）橋本君、木川君、半田君

　　　　　　　　　  吉田（健）君、高橋君

１１／２６（東京板橋セントラル）中里（昌）君

１１／３０（日高）山川君

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・結婚記念日、入会記念日です。　　萩野君

・早退。　　　　小崎君、小川君

本日計９，０００円、累計額７２０，６２２円。

◎８日例会当番は森会員、増島会員です。�

《 年  次  総  会 》

◎次年度役員発表　　　  矢島（巌）指名委員長

　飯能ＲＣ内規により「直

近の会長経験者４名」木川、

大附、平沼、私で指名委員会

を組織、相談して全員一致

で決定しました。副会長の

選出が大きな任務かと思っ

ております。発表させて頂

きたいと思います。（敬称略）
〔予定者〕
次年度会長　　 吉島一良
次年度会長エレクト  安藤泰雄
次年度副会長　 吉田武明
直前会長　　　 半田　武
次年度幹事　　 間邉元幸
次年度副幹事　 島田秀和
次年度会計　　 市川　昭
次年度ＳＡＡ　 土屋　崇
次年度副ＳＡＡ 小川晃男
次年度理事　　 平沼雅義（クラブ奉仕）
　　　　　　　 小谷野正弘（職業奉仕）
　　　　　　　 土屋良一（社会奉仕）
　　　　　　　 中里昌平（国際奉仕）
　　　　　　　 中里忠夫（親睦活動）
　　　　　　　 市川洋太郎（プログラム）
　　　　　　　 高橋　弘（会員増強）
　　　　　　　 小久保勝弘（会報・広報）

　　　　　　　 神田康夫（ロータリー財団）

◎吉島次年度会長�

　１１／１９川越で、未だサンディエゴに行って

いないガバナー予定者がＰＥＴＳを開催、いろ

んな話を聴きました。その前に、私なりにＷｅｂ

上で〈ＲＩ〉を見させて頂いて、綱領、四つのテ

スト等、本当に意味があるなという感じがして

おります。〈川越５０年で５人目〉のガバナー予定

者は２０代の時から知っていますし、ＪＣの同期

で理事長でもありましたので、やり易いかな

という感じがしております。６月から、ＳＡＡ、

幹事予定者と第１例会後に集まり、いろんな

話をしながらやって来て、今日、正式に吉田（武）

さんが決まり、前に座る方４名が決まりました。

次年度は４８代。５０年に向けて繋ぎの年でも

ありますので大過なく過ごせればと考えてお

ります。地区方針は立原流に発音すると「サス

テイナブル・ロータリー」。多くの方々に支え

られながら新年度を頑張っていきたいと思い

ますので、ご協力、ご指導ご助言を頂ければ有

難いと思います。よろしくお願い致します。

◎吉田（武）次年度副会長�

　とにかく微力であります。皆様方の強いご

協力を頂き、ロータリーの向上に向け頑張る

所存でございますので、今後共よろしくお願

い致します。

◎間邉次年度幹事�

　吉島会長の下、皆様のご指導ご支援を頂き

ながら一生懸命進めて参りますので、よろし

くお願い致します。

◎土屋（崇）次年度ＳＡＡ�

　品格のある、格調の高いＲＣの例会を、会場

の監督として為さなければならないというこ

とでございますけれども、会長の方針に従い

まして務めさせて頂きたいと思います。

◎安藤次年度会長エレクト�

　次年度の吉島会長は固より、経験豊富な先

輩諸兄を始め会員の皆様方にご指導を頂いて

一年間じっくり勉強を積み重ね、職務を全う

したいと思っております。副幹事には島田様、

副ＳＡＡには小川様にお願いをするというこ

とで、ご報告させて頂きます。

◎吉島次年度会長

　５０人以上のクラブは５名以上、出来れば

地区に出してもらいたいということです。私

か、間邉次年度幹事に連絡して下さい。

飯能ロータリークラブ会報

会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率
前々回修正
出　席　率

曇
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とで、ご報告させて頂きます。

◎吉島次年度会長

　５０人以上のクラブは５名以上、出来れば

地区に出してもらいたいということです。私

か、間邉次年度幹事に連絡して下さい。

飯能ロータリークラブ会報

会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率
前々回修正
出　席　率

曇

当 番 小久保君、川口君

地域を育み、大陸をつなぐ

家 族 月 間

利 他 の 心 で 行 動 し よ う

半　　　田　　　　　武 今年度  会報・広報担当：和泉由起夫

雨 間 保 弘馬 場 正 春

例会場：マロウドイン飯能

西　　川　　武　重　郎

レイ・クリンギンスミス

月   日 当　番
［担当委員会］

例会数 行　事　予　定

中里（忠）君
大 木 君
［会長・幹事］

新年例会（市長）

大 附 君
大河原君
［会長・幹事］

卓　　話（県議）

大 崎 君
齋 藤 君
［プログラム］

小 川 君
大 野 君
［Ｒ情報］

埼玉西部広域消防本部
消防長 青木信行様

卓話「消防関係の広域化について」

埼玉西部広域消防本部
予防課主幹 田辺  隆様

卓話「住宅用火災警報器設置推進について」

細田耳鼻咽喉科医院
院長 細田兵之助様

卓話「アレルギー性鼻炎について」

平成２３年１月のプログラム
（月間テーマ  ロータリー理解推進月間）

※次週の例会案内は省略。


