
・点　鐘　半田会長　　　　　《全員で黙祷》
・ソング　君が代　奉仕の理想�

【会長報告】
　未曾有の大災害から１
か月ちょっと過ぎたとこ
ろ。被災者の皆様にはお
見舞いを申し上げる次第
であります。田辺ＳＡＡが
言われたように、照明が
暗くなっています。マイ
クも使わずＢＧＭも流し
ません。ある意味、今まで

贅に走っていたきらいがあるかと思います。
私は昭和１５年生まれ、昭和２２年、小学校入学。
その頃を思い出しますと今は全てが夢のよう
な生活であります。今食べたご飯にしてもす
ごいご馳走。あの頃はご飯がありませんでした。
良くて麦が７割、米が３割。１年に２、３回の
米だけの飯。私共は宮沢ですが、白米だけの飯
のことを「白い飯」と言いました。それが１年
に何回か。「銀舎利」ということも聞きますが
私のところではそうは言いませんでした。
　それはさて置き、昔に帰って、少し質素な生
活と言いますか“質実剛健”、日本男子であり
ますからそういう生活もある意味では大事な
ことかと思います。従って本日のような事に
なっているわけです。ずっと続くわけではな
く、とりあえず４、５月。あとはまた後程、
役員会で決めて取り計らいます。

　先だって申し上げました当クラブからの義
援金５０万円。さらに、姉妹クラブ・東清州ＲＣか
らの義援金（１，０００＄ということで、日本円で
９万８千円頂いたので２千円を当クラブで負担
して１０万円）、計６０万円の義援金を飯能市長
を通し日赤に寄付して参りました。
　次年度の地区役員は、山岸会員が「高校生
社会体験活動委員」、不肖私が「社会奉仕委員」
として参ります。
　また、東清州ＲＣから１０万円近い金額を頂
いたものですから、日本語の出来るキム会員
に電話で連絡をして、私の手書きの拙い文章
ですが御礼文を差し上げました。

東清州ＲＣ 会長様　　　　　　　　　　　　　　飯能ＲＣ会長  半田  武
　御  礼
　この度の東日本大震災に際しいち早く心温まる
高額な義援金をお送り頂き誠に有難うございます。
会員一同、被災者に成り代りまして篤く篤く御礼
申し上げます。本日只今、貴クラブからの義援金
と飯能ＲＣの義援金を飯能市長へ、日本赤十字社
に届くよう、正・副会長、正・副幹事、社会奉仕委
員長の５人で渡して参りました。『深く深く感謝し、
大変有難いことです』との市長からの伝言でした。
　貴クラブの皆様へくれぐれもよろしくお伝え下
さい。巨大地震、大津波、原発事故という未曾有
の災難に見舞われたのでありますが、貴クラブか
らの励ましや国の内外からの支援等により、必ず
立ち直れるものと信じております。
　乱筆乱文にて充分なる御礼の表現が出来ません
が、貴クラブの益々のご発展と会員皆様のご健勝
ご多幸を祈念しつつ御礼の筆をおきます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　３月２３日

【幹事報告】
・第１１回役員会開催。市川（昭）会計より中間
　決算報告、承認。計画停電につき４・５月特
　例措置。停電により業務に支障が生じ出席
　が適わない会員及び被災地への支援のため
　に現地に赴く会員等は幹事宛に書面で通知
　頂ければ出席免除。被災地支援ボランティ
　アで現地に赴かれる会員はＭＵ扱い。�
・４・５月、例会は隔週開催（１２：３０～１３：００）。
　卓話は無し、原則６月以降に順延。�
・５／２５は通常例会、６／１５夜間例会（大松閣）。
�・食事代は１，５００円。昼食代軽減分は６月に
　義援金に充当。�
・節電、ＢＧＭ無し、オンライン録音無し、
　記念日祝福ソング無し。�
・４月ロータリーレート１＄＝８０円�
◎例会変更のお知らせ�
◇狭山ＲＣ　�◇所沢ＲＣ�
◇日高ＲＣ�　◇新所沢ＲＣ
◇所沢中央ＲＣ�
・５／２（月） 特別休会（定款６―１―Ｃ）�
・５／９（月） 移動例会（５／８～９足尾銅山植樹
　　　　　を兼ねた親睦旅行のため）�
・５／３０（月）   移動例会（企業訪問）�

【委員会報告】
◎社会奉仕委員会　　　　　　　　　大木君
　交通安全協会より交通安全キャンペーンの
お願い。４／１５西武・飯能駅北口で１６～１７時、
ご都合のつく方はご参加ご協力下さい。
　天覧山の登り口にある「天覧山由来の碑」（飯
能ＲＣ社会奉仕委員会がＳ４３年に建立）の文
字が１字間違っているのではないかとの指摘
が再三ある方より市役所にあり、石井会員等
にお調べ頂き、和泉幹事に修正して頂きました。
◎親睦活動委員会　　　　　　　  神田（敬）君
　本当でしたら明日、明後日と、４８名の方たち
との高山祭を楽しみにしておったわけですが
中止となりました。キャンセル料は発生しま
せん。委員と矢島（巌）クラブ奉仕委員長の計
４人で、役員会で決まった手土産を持参して
明日、明後日と挨拶回りに行って参ります。
夜間例会は６／１５。合同ゴルフコンペは中止。
◎国際奉仕委員会　　　　　　　  吉田（健）君
　ＷＣＳ、ネパールの識字率運動に関するご報
告。１口１，０００円からの学校建設支援として
５７，０００円（１，０００円×５７名）を拠出（委員会費
より）。里親運動では子ども１人に年間８，６００円
の学費を支援。当クラブも何人かの会員が行
っております。新しくやってみたい方へのお
願いと、子どもからの礼状・写真をご覧下さい。
◎次年度幹事　　　　　　　　　　　間邉君
　次年度会員名簿に変更・訂正がありましたら、
４／２７までに事務局へ。次年度に古稀・喜寿・
米寿・金婚式・ダイヤモンド婚式を迎えられる
方も４／２７までにご報告下さい。４／２５～２８
次年度座談会を開催。出欠届の出ていない方
は至急お知らせ下さい。４／２４地区協議会に

参加される方は例会後、会合。次年度委員長
には封書にて年度計画書を配布しました。
◎雑誌委員会　　　　　　　　　　　杉田君
「友」４月号紹介。横組、ＲＩ会長メッセージ。
四大奉仕の他に「新世代奉仕部門」が増えまし
た。特集「雑誌月間」。今までに印象に残った
記事、各国雑誌の表紙紹介。グラミー賞受賞
歌手アンジェリーク・キジョー、インタビュー。
ポリオ撲滅、女子教育等、音楽を通して自分の
置かれている立場を詳しく語られています。
縦組、「ははぁ…、なるほどあたり前」本庄市の
住職が心の問題を説いています。結びに「自分
に理が無いとその価値は基準が変わってしま
うという、非常にうろうろしている心の持ち
主が人間だ」。水晶彫刻士の信念「ものづくり
の基本は良い物を見て目を肥やす事。作品で
なく、風景でもファッションでもいい」。表紙
は懐古園から千曲川の眺めと、皆様方のよう
に仲の良いクマの一家が遊んでいる写真。今
月号のが一番良かったのではと思います。

【出席報告】無断欠席はございません。

【Ｍ　　Ｕ】
４／１２（板橋）中里（昌）君
　　　（日高）土屋（良）君

◎質疑応答
発言者：先週の例会は地区大会の振替という
ことになっているが、地区大会が行われない
のに何故振替を実施されたのか。
半田会長：定款６―１―Ｃに基づき休会とした。
発言者：「第１１回役員会議事録」にひとこと
記載があれば良かった。

【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ�
・森先生、元気になってよかったです。
　　　　　　　　　　　　　　　  吉田（健）君�
・４／１にデイサービスセンター山手駅前館
　をオープンしました。特別に皆様のご利用
　をお待ちして居ます。　　　　  細田（吉）君�
・誕生日（本人）、結婚記念日、お祝い有難う
　ございました。　　　　　　　　　杉田君�
・遅刻。　　　　　　　　　　　　　小川君�
本日計１５，０００円、累計額１，１６３，６２２円。
◎２７日例会当番は江澤会員、藤原会員です。
�

※この写真は車乗入れ禁止前のものです。

第２４３８　例会
５月１１日（２、水）
当番　細田（伴）君、橋本君

１２：３０～１３：００

特例のため卓話はありません

当 番 吉澤君、新井君

地域を育み、大陸をつなぐ
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第２４３８　例会
５月１１日（２、水）
当番　細田（伴）君、橋本君

１２：３０～１３：００

特例のため卓話はありません

当 番 吉澤君、新井君

地域を育み、大陸をつなぐ

ロータリー雑誌月間

利 他 の 心 で 行 動 し よ う

半　　　田　　　　　武 和泉由起夫

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


