
・点　鐘　半田会長

・ソング　我等のなりわい�

【会長報告】
　先週の例会後、昭島の病院へ江澤会員のお
見舞いに。１０月、仏領の南の島で、階段か何か
で突然倒れて頚椎を損傷。車椅子でしたが良
い医者が居り大事には至らず。特別な旅行保
険にも入っていて待遇も良かったそうです。
　１２／２（木）、駿大の留学生スピーチコンテス
ト＆餅つき大会に、大木社会奉仕委員長、市
川さん（飯能市国際交流協会副委員長）、ＴＶ
放映の関係で和泉幹事と参加。１４名の発表
者のうち優秀者３名が今年もこちらでスピー
チをします。日本へ来て３か月で原稿を見ず
に話す。７０年生きている私などより日本語

が上手で内容も良かったです。

【幹事報告】

・訃報。飯野行雄パストガバナー（川越南ＲＣ）

　１１／３０ご逝去。享年９３歳。�

・東清州ＲＣに年賀状を送ります。巻物にご

　記帳下さい。題字は吉田（行）会員。仕上げに

　金粉が振られるそうです。�

【委員会報告】

◎親睦活動委員会　　　　　　　　　川口君

　クリスマス例会は「マロウドイン飯能」で点

鐘１８時。楽しい会を企画しております。

◎雑誌委員会　　　　　　　　　　　山川君

「友」１２月号。何故「縦組」「横組」？…横組には、

世界中のクラブで載せなければならない「指

定記事」があり、それが英語で書かれている。

縦組は日本のＲＣの事が書かれており“日本流”。

今日はゆっくり読んで頂ければ幸いです。

◎矢島（高）会員�

　入院して約１月お休み頂きました。会員皆

様、クラブより、多大なるお気遣いを頂きま

したこと厚く御礼申し上げます。

◎塩野会員�

　過日の母の葬儀に、皆様、クラブより過分

なるお心遣いを頂戴。お蔭様で滞りなく出来

ました。偏に皆様のお蔭と感謝申し上げます。

【出席報告】無断欠席はございません。

【Ｍ　　Ｕ】

１２／７（日高）吉田（行）君

【結婚・誕生日祝】

◇入会記念日おめでとう。�
　矢島（巌）君、平沼君、石井君、半田君、
　萩野君、小崎君
◇結婚記念日おめでとう。�
　木川君、柏木君、吉島君、中里（昌）君、
　萩野君、中里（忠）君
◇会員誕生日おめでとう。�
　３平沼君、１２矢島（巌）君、２２中里（昌）君
◇夫人誕生日おめでとう。�
　７江澤夫人、１２増島夫人、１８矢島（巌）夫人、
　１９高橋夫人

【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ�
・金婚式を迎えました。生涯現役を通す事に
　しました。　　　　　　　　　　　木川君�
・お蔭様で今年も入会以来、満２１年連続１００％出席をやりと
　 げることが出来ました。皆様に感謝申し上げます。 半田君�
・本人、妻誕生祝、有難うございます。お蔭様で昭和６２年
　入会以来、元気で未だに頑張っております。矢島（巌）君�
・誕生日、入会記念日を迎えました。平沼君�
・入会記念祝、有難うございます。　石井君�
・結婚祝、有難うございます。中里（忠）君、吉島君�
・早退。　　　　　　　　　服部君、大野君�
本日計５８，０００円、累計額７７８，６２２円。
◎１５日例会当番は間邉会員、前島会員です。
�

＝ クラブ協議会 ＝

　　　　　司会　半田会長
◎半田会長報告�
　お蔭様で高輪では充実し
た親睦、夜間例会が出来ま
した。無届欠席はこのとこ
ろありません。「百里を行く
者は九十里を半ばとす」。下
半期もご支援ご鞭撻をお願
い申し上げます。

◎和泉幹事報告�
　上半期、２つの「改変」。外部環境的には例会
場の変更。内部環境ではＣＬＰ。大先輩の皆様
のご指導を仰ぎ、何とか導入出来ました。今後
も会長の３つの重点目標を推進して参ります。
◎市川（昭）会計報告�
　予算を恙無く執行させて頂きました。
◎田辺ＳＡＡ報告�
　会長指示により言葉遣いを従前とは一部変更。
ニコニコのコメントも卓話講師に関する言葉は
一部変更する場合もあり、ご理解を。マロウドの
会場準備に感謝。当初、料理にご意見がありまし
たが料理長のご協力でクラブ用食器も揃い、美
味しい料理をご提供頂いております。食事中は
名曲のＢＧＭ。定刻の開始、終了を心掛け、委員会
報告は申込書を事前記入。席を準備しロスの時
間を無くす協力を頂いています。卓話中の私語
を慎んで頂き感謝。ニコニコは１１月末で７１１，６２２
円。下期も皆様に喜ばしい事が沢山あり、ニコニ
コが増えますようご祈念申し上げます。
◎矢島（巌）クラブ奉仕委員長報告�
　齋藤会員と、４委員会を担当。夫々の委員長
を中心に一生懸命進めています。２委員長に
パネリストになって頂き例会開催。４０万円の
予算は炉辺会談等への補助金として上手く使
って頂ければと思います。
◎小久保出席委員長報告�
　９月、届出用紙を配布。無届欠席０の例会が
多くなり会報にも記載されるようになりまし
た。年間出席率は過去５年間９０％を超えた
ことはないのですが現在９１．８５％。ＭＵもご協
力お願いします。ＭＵツアーも計画します。
◎大野プログラム委員長報告�
　いつも２か月先をどうするかで心がさまよ
っています。各委員長の温かいご尽力で色々

なプログラムを開催。今後「飯能学」「雑談だけの
会」等。アイデアを是非教えて頂けますように。
◎平沼ロータリー情報委員長報告�
　大附、木川会員と担当。クラブ研修リーダー
は地区からの要請で、後から教えて頂きました。
地区セミナーには各委員長、役員に必ず出席
頂いております。３年未満、５年未満の会員研
修には是非ご出席頂きたいと思います。
◎神田（敬）親睦活動委員長報告�
　今までに無いような楽しい親睦の輪を拡げ
てもらうために委員８名で毎月集まって考え
て参りました。来年は日高との合同例会、親
睦旅行。メンバー一丸となって頑張ります。
◎前島職業奉仕委員報告�（服部委員長代理）
　毎月・四つのテスト、９月・職奉セミナー出席。
１０月・地区委員長の卓話を開催しました。
◎大木社会奉仕委員長報告�
　駿大スピーチコンテストは１５年に亘って
市川、山崎さんがご尽力。学長も出席され大変
なご歓待振り。援助が少ない感じが致しました。
１５日・交通安全協会のキャンペーン。２０日・歳
末たすけあいで市長訪問。ブライダル委員会、
アイバンク登録もよろしくお願いします。
◎山岸環境保全委員長報告�
　図書紹介『地球の洞察』。成木川上流、清川
橋付近には桜、曼珠沙華が咲きます。２０数名
の「前ヶ貫同志会」の作業に独断で参加、落合
堰の脇に花を増やしました。
◎吉澤新世代委員長報告�
　９月・大川学園高校の生徒２名の卓話。１１月・
ＲＹＬＡデー参加。４人のＲＯＴＥＸの方から「海
外から見た日本」というお話をして頂きました。
◎吉田（健）国際奉仕委員長報告�
　ＷＣＳ兼任。東清州ＲＣと交流。「友」１２月号を
お読み頂き、国際大会に参加を。ネパールの里
親制度には個人的に参加して頂いております。
◎矢島（高）会員増強委員長報告�
　目標純増１名ですが未だに０。情報も０。
私を助けて下さい。
◎橋本会員選考委員長報告�
　上半期は完全な失業。下期には出来るだけ
多くの人を推薦頂いて増員にご協力を。
◎神田（康）職業分類委員長報告�
　職業分類、未充填の分類表は既に提供済み。
分類審査は開店休業中。よろしくお願いします。
◎馬場会報・広報委員長報告�
　プレスリリースを勉強。飯能はメディアに
恵まれているので活動を広め、増強に繋げたい。
◎杉田雑誌委員長報告�
　山川、島田会員と当番制で「友」の紹介。大
事なことを１つ入れるよう心掛けています。
市内１７か所に「友」を配布しています。
◎新井ロータリー財団委員長報告�
　吉島一良会員、吉田武明会員より自主的な
ご寄付を頂きました。レートは現在８０円。
後期も是非声をかけて下さい。
◎市川（洋）米山奨学委員長報告�
　萩野パスト会長にカウンセラーをお願いし
ています。現在、２名の方にご寄付をお願いし
ているところ。入会３年以上の方もよろしく。
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◎矢島（高）会員増強委員長報告�
　目標純増１名ですが未だに０。情報も０。
私を助けて下さい。
◎橋本会員選考委員長報告�
　上半期は完全な失業。下期には出来るだけ
多くの人を推薦頂いて増員にご協力を。
◎神田（康）職業分類委員長報告�
　職業分類、未充填の分類表は既に提供済み。
分類審査は開店休業中。よろしくお願いします。
◎馬場会報・広報委員長報告�
　プレスリリースを勉強。飯能はメディアに
恵まれているので活動を広め、増強に繋げたい。
◎杉田雑誌委員長報告�
　山川、島田会員と当番制で「友」の紹介。大
事なことを１つ入れるよう心掛けています。
市内１７か所に「友」を配布しています。
◎新井ロータリー財団委員長報告�
　吉島一良会員、吉田武明会員より自主的な
ご寄付を頂きました。レートは現在８０円。
後期も是非声をかけて下さい。
◎市川（洋）米山奨学委員長報告�
　萩野パスト会長にカウンセラーをお願いし
ています。現在、２名の方にご寄付をお願いし
ているところ。入会３年以上の方もよろしく。

飯能ロータリークラブ会報

晴

当 番 森君、増島君

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

※次週の例会案内は省略。

会　員　数 当　　日
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前々回修正
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