
・点　鐘　半田会長

・ソング　それでこそロータリー�

【会長報告】

　先程、緊急臨時役員会を開きました。

　３／５ＩＭには３７名の出席を頂き、有難う

ございました。３／３橋本会員米寿のお祝い。

３／１４日高ＲＣチャリティーゴルフ大会は飯

能から６名が参加。地震、津波という状況で、

懇親会冒頭、日高の会長が申されましたが、や

るかやらないかについて役員会を開いて苦渋

の決断をしたそうです。日高の会員はプレイ

をしない、青少年健全育成１０団体と東北関東

大震災へのチャリティーということで決行す

ることにしたとの事。参加予定者は１６８名で

したが、当日の参加は１１８名でした。

　４／２・３地区大会は中止。

　また、先程、東清州ＲＣの、日本語の出来る

キム様より連絡があり、ＴＶ等で日本の惨状を

見て、東清州ＲＣとして飯能ＲＣへ１０００ドル

の寄付をしたいという申し出がありました。

お金が届きましたら市役所へ届けます。

　本日は大野康プログラム委員長の卓話「口

腔ケアのすすめ」の予定でしたが、原市場地

区の停電が１５時からで、一刻も早く帰って

対処したいとのことで卓話は無し、終わりを

早く致します。

【幹事報告】

・３／２８地区チャリティーゴルフは、当クラ

　ブより４名の参加予定でしたが、中止。�

・４／２・３地区大会が中止となったため、４／６

　は通常例会、役員会を行います。�

・３／２３飯能日高合同夜間例会は延期。昼間、

　通常例会をマロウドで行います。�

・３／１９職業奉仕部門セミナー、中止。�

・３／２３、４／６とマロウドでの昼の例会を予

　定していますが、計画停電が不安定なため、

　１階の使用も厳しいという情報がたった今

　ありました。例会後、三役会で相談致します。

◎例会変更のお知らせ�

◇新狭山ＲＣ�

◇所沢東ＲＣ�

【委員会報告】

◎親睦活動委員会　　　　　　　  神田（敬）君

　楽しみにされていた４／１４・１５高山祭への

親睦旅行ですが、今の状態を考えるとロータ

リアンとしては如何なものかということで役

員会に諮った結果、中止となりました。４７名

の参加予定を頂いておりました。高山祭は決

して逃げるわけではございません。次年度の

委員会が意を継いでくれるものと思っており

ます。皆様、がっかりせず、体にご留意され、来

年を楽しみにして頂ければと思っております。

◎国際奉仕委員会　　　　　　　  吉田（健）君

　４月のＧＳＥは、今の状況で豪州よりの来

日が不可能ということで中止となりました。

◎環境保全委員会　　　　　　　　　山岸君

　飯能市にゴミ袋を寄付。沢辺市長より礼状

が届いております。また、１２月のクラブ協議

会で報告した、前ヶ貫同志会への植栽協力に

対し渋谷様より礼状。前ヶ貫・征矢地区に彼岸

花の球根を１００ｍに亘り１０００株植えました。

「…当会は成木川にかかる清川橋の北岸、前ヶ

貫地区、征矢町地区の桜と彼岸花の手入れをし、

郷土の美化・保全に努めております。ボランテ

ィアの精神の下、３０名程の会員が活動…９月

の開花時が楽しみ…」。写真も添えてあります。

◎次年度幹事　　　　　　　　　　　間邉君

　４／６次年度役員・委員長の顔合わせは諸般

の事情により中止させて頂きます。

　次年度座談会は４／２５～２８の４日間に分

けて行います。よろしくお願い致します。

◎市川（昭）君�

　過日、父の葬儀に多数ご参列頂き、有難う

ございました。

◎雑誌委員会　　　　　　　　　　　杉田君

「友」３月号紹介。横組はＲＩ会長メッセージ、

特集「識字率向上月間」、２０１１～１２年度ＲＩ会

長カルヤン・バネルジー氏「人生は、単純です。」、

視点・ガバナーのページ。縦組は子宮頸がんワク

チン、（有）木村屋・吉野氏（鶴岡ＲＣ）「製造の楽し

さを知る四代目」、ロータリー・アット・ワーク。

　記事は以上です。余計なことですが、中央

公民館から武蔵丘への道路は（給油待ち車列で）

ほぼ一日中、通れない状態。「ガソリンを入れ

る方は非常点滅を点け、道路の端に並んで下

さい」と店員が言って歩いています。お急ぎ

の方は是非あそこを避けて下さい。私の所も

商売になりません。よろしくお願いします。

【出席報告】無断欠席はございません。

【Ｍ　　Ｕ】

３／１４（日高）半田君、田辺君

【結婚・誕生日祝】ソングは中止。

◇米寿おめでとう。 橋本 茂君（３／１０）

◇入会記念日おめでとう。�

　中里（昌）君、柏木君

　市川（昭）君、丸山君

◇結婚記念日おめでとう。�

　加藤君、小久保君

　川口君、矢島（高）君

　服部君、杉田君、吉田（行）君

◇会員誕生日おめでとう。�

　１大野君、２小川君、１０橋本君、１３杉田君

　１５雨間君、２４柏木君、２５石井君、３０前島君

◇夫人誕生日おめでとう。�

　５神田（敬）夫人、６吉島夫人、１３吉澤夫人

　１８土屋（良）夫人

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・東日本災害見舞金として　　　　　木川君

・被災地の方々へ  がんばって下さい。  安藤君�

・大野先生、御見舞い申し上げます。萩野君�

・米寿を迎えました。皆様より何かと御配慮を戴き感謝して
　居ります。これからは健康に留意し頑張ります。今後共宜し
　く御願い申し上げます。　　　　　　　　　橋本君�

・ＩＭへの出席、橋本さんの米寿、日高ＲＣ

　ゴルフ参加、有難うございます。　半田君�

・誕生日のお祝い、有難うございます。

　石井君、小川君、前島君、雨間君、大野君�

・結婚記念日にお花を有難うございました。

　矢島（高）君、吉田（行）君、小久保君、川口君�

・妻の誕生日のお祝い、有難うございます。

　　吉島君、土屋（良）君、神田（敬）君、吉澤君�

・早退。　　　  大附君、神田（康）君、高橋君�

本日計７０，０００円、累計額１，１４８，６２２円。

◎１３日例会当番は吉澤会員、新井会員です。

�◎大野プログラム委員長

　私個人の事でももちろ

んあるのですが、千年に

一度の大津波の後の、原

発の問題も心配だったり、

今、食事の最中にもシャ

ンデリアが揺れたり等…。

ロータリーのいろいろな

決まりは分かるのですけ

れども、これは三役さん

が決める事だとは思うのですけれども、落ち

着くまで１か月お休みにするとか、何か特別

な事をたぶん考えないと、皆さん、大きなもの

を背負ってここにいらっしゃっていると思う

ので、若輩者の私が言うのも何なのですが、

自分の足元を固める社会奉仕も大切なのでは、

と僭越ながらお話させて頂きました。

　私も皆さんの前で落ち着いた状態でお話し

たい。今、しゃべれと言われればいくらでも

しゃべるのですが、でも、やはりそれはちょっ

と違うかなと思います。三役の方にその辺を

酌んで頂いて、貴重なガソリン、貴重な時間、

貴重な命、従業員の事もいっぱい背負ってら

っしゃると思います。私も、患者さんの事とか

いっぱい背負ってやっていますので、是非、三役

さんの方でご英断を。決して、私個人が急いで

帰りたいからということではなく、のんびり

していられないというのが正直なところです。

◎半田会長�

　ご提案ですが、ロータリーは組織で成り立

っているかと思うのです。飯能クラブの上に

分区があって地区があってということでござ

います。定款もあります。そういうことですの

で、飯能の三役だけでは無理かと思いますので、

三役で練ってそれを上に上げ、指示を仰いで、

それで皆さんにお伝えするということで、悪

しからずご了承下さい。

　もう一点、会長報告の時に申し上げるべき

でしたが、未曾有の大災害ということで地区

から義援金の要請がありました。理事会で練り、

ＲＣとして飯能市へも寄付をするべきである

ということになりました。約６０人として１人

１万円（個人負担５千円）で、地区へ１０万円、市

へ５０万円ということで承認、決議致しました。

※この写真は車乗入れ禁止前のものです。
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帰りたいからということではなく、のんびり

していられないというのが正直なところです。

◎半田会長�

　ご提案ですが、ロータリーは組織で成り立

っているかと思うのです。飯能クラブの上に

分区があって地区があってということでござ

います。定款もあります。そういうことですの

で、飯能の三役だけでは無理かと思いますので、

三役で練ってそれを上に上げ、指示を仰いで、

それで皆さんにお伝えするということで、悪

しからずご了承下さい。

　もう一点、会長報告の時に申し上げるべき

でしたが、未曾有の大災害ということで地区

から義援金の要請がありました。理事会で練り、

ＲＣとして飯能市へも寄付をするべきである

ということになりました。約６０人として１人

１万円（個人負担５千円）で、地区へ１０万円、市

へ５０万円ということで承認、決議致しました。

※この写真は車乗入れ禁止前のものです。

「 未　 定 」

第２３９０　例会
６月９日（２、水）
当番　大河原君、小川君

卓話

当 番 吉島君、山岸君

地域を育み、大陸をつなぐ

識 字 率 向 上 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

晴

会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率
前々回修正
出　席　率

※次週の例会案内は省略。


