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・ソング　それでこそロータリー�

・ビジター（日高）鈴木敏藏会長�

　　　　　　　　　引間　豊幹事

【会長報告】

　日高ＲＣ鈴木会長、引間幹事、お出で頂き有

難うございます。お二人にはこの会場は少し

異様と思われると思いますが、飯能は３．１１

以来、照明、食事、オーディオ関係をセーブし、

節電を行っております。ご了承下さいませ。

【幹事報告】

・５月ロータリーレート　１＄＝８２円�

・訃報：所沢ＲＣパスト会長・新井弥男様ご母堂

・第２５７０地区は地区大会を中止し、大会費用

　および会員からの募金１，０００万円を４／１２、

　県内に避難された被災者向け義援金として

　西川ガバナーより上田知事に贈呈。別に、

　ガバナー会を通し各被災地区に１，０００万円、

　今後も２，４３７，６７７円を拠出予定（４／１９現

　在の義援金合計は２２，４３７，６７７円）。�

・会議所より、５／１（日）「第８回埼玉Ｂ級ご当地

　グルメ王決定戦」（埼玉スタジアム２００２公園）

　にご参集頂き「飯能すいーとん」に投票を。�
◎例会変更のお知らせ�
◇所沢ＲＣ�
・５／３１（火）  移動例会　セレス所沢�
◇入間ＲＣ�
・５／２６（木）  夜間例会　点鐘１８：３０�
　　　　　   会員１００歳誕生御祝
・６／２（木）    移動例会　日帰り　Ｒ美術館�

◇新所沢ＲＣ�
・５／１７（火） 通常例会に変更�
・６／２８（火）３９期最終例会（移動）�
◇狭山ＲＣ�

・５／２０（金） 例会変更 ５／２１（土）日帰り旅行�

◎日高ＲＣ鈴木敏藏会長ご挨拶�

　恒例の飯能日高合同例

会、ゴルフコンペが中止

となり、このまま年度を

終わるのも心残りという

ので今日は幹事とまかり

越しました。先日は飯能

ＲＣ４５周年記念誌を日

高の会員全員に頂戴し、

誠に有難うございました。

　日高ＲＣでは３／１４チャリティーゴルフ大会

の開催をどうすべきか迷い、考え抜きました。

日高のロータリアンはプレイしない事、目的

が青少年の健全育成支援とはっきりしている

事で開催を決定。飯能の皆様からも心温まる

お気遣いを頂き、お蔭様で１６０人の予定でした

が１３０人近い参加で約１００万円を捻出。青少

年育成１０団体を選んでお渡しし、残りは大

震災への義援金として使用させて頂きました。

　大変な年度に廻り合わせ、小さなクラブで

すが私と引間幹事、頭をひねり、会員の協力を

頂きながら頑張っている次第でございます。

次年度会長にしっかりバトンタッチ出来るよ

うラストスパートをかける時期かなと考えて

おります。今後ともよろしくお願い致します。

【委員会報告】
◎４５周年実行委員会　　　　　　 森委員長
　体調を崩し長らく休会。記念行事収支報告
書が遅くなりお詫び致します。４５周年は大々
的に行わなくても良いのではという趣旨の下、
登録料も安くしたのですが結構掛かりました。
パーティ費１４０万円と踏んだのですが、実際は
１８０万円で予算オーバー。誠に申し訳なく、
いずれそのうち責任を取らせて頂きます。　
◎親睦活動委員会　　　　　　　  神田（敬）君
　４／１４・１５高山祭はＲＣの方に桟敷席等を
用意してもらったり等ありましたので、藤原
委員、中里（忠）委員、矢島（巌）パスト会長と私の
４人で行って参りました。現地の人に祭りに
ついて聞きながら歩き勉強して来ました。国
宝級の山車（さんしゃ）は１台３、４億円。飯能では
町内会保有ですが高山では１００人程の個人
で保有。うち、１台は６人で維持と聞いて驚き
ました。矢島（巌）パスト会長は「夜の巡行は飯能
の方が賑やかで勝っている」との感想。最高級
の狭山茶をお土産としてお渡ししました。皆
様から頂戴したお餞別はこの報告を以ってお
土産と代えさせてもらいたいと思います。
◎米山奨学委員会　　　　　　　　　萩野君
　市川（洋）委員長に代わりカウンセラーの私
がご報告。奨学金は大学生には１か月１０万円、
大学院生１４万円、返済義務なし。戦争中に
日本が東南アジアに災害を与えたということ
で米山梅吉翁が設立。飯能でお世話したケオ
サワン・ラマイさん（駿河台大学経済学部経営
学科４年）のお父様は貿易商。４／１１付メール
を紹介します（原文のまま）。
　　飯能ロータリークラブの皆さんへ
　　　　　　　　　元米山奨学生　ケオサワン・ラマイ
　私は２０１０年４月から２０１１年３月まで米山奨学生とし
て飯能クラブにお世話になりました。駿河台大学の学生で
母国はラオスです。
　米山委員長の市川さん、カウンセラーの萩野さんには有
難うございました。お会い出来ないのが残念です。
　今は日本ではお花見の時期ですよね。ロータリーの皆さ
んはお花見に行きましたか？  残念ですが私はお花見は出
来ませんでした。今ラオスでは今お正月が近いんです。５
年振りのお正月を楽しんでいますが、とても暑いんです。
大体３８度くらいです。
　私は帰る前にお礼も言わず最後の挨拶も出来ませんでし
た。本当に申し訳ありませんでした。
　私達日本の元留学生は日本の震災の被害者の皆さんに募
金を集めたり「乗りきって」と云うＴシャツを販売したり、
［Ｈｅａｒｔ　Ｆｏｒ　Ｊａｐａｎ］と云うデナー会を開い
たりしました。
　私は母国ラオスで働きます。どうか飯能ロータリーの皆
さん健康で頑張って下さい。本当に有難う御座いました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さようなら

◎クラブ奉仕委員会　　　　　　  矢島（巌）君
　５／１の決定戦、「飯能すいーとん」がトッ
プになればいいなという想いがパンフレット
に載っているそうです。是非ご参加下さい。
「飯能新緑ツーデーマーチ」５／２２（日）１０キロ
コースにゴミ袋を持って参加します。参加費
１，５００円。１０人位で出られればと思っています。
◎次年度幹事　　　　　　　　　　　間邉君
　地区協議会については現在、連日座談会を
開催中。その席上、吉島次年度会長より報告さ
せて頂きます。本日２７日は出席・親睦・職奉・
社奉、２８日は環境・新世代・国際・Ｒ財団・米
山の各委員会。１８時より満寿家。

◎山岸会員�
　３／２卓話講師・新井義生氏よりお礼状。「…
大震災で暗い話題ばかりですが、貴クラブの
献身活動を一層期待しております。益々ご発
展を祈念致します」。

【出席報告】無断欠席はございません。

【Ｍ　　Ｕ】
４／１６（ガバナー）木川君
４／２４（地区協議会）吉島君、間邉君、新井君
　　　小谷野君、土屋（良）君、山岸君、藤原君
　　　神田（康）君、吉田（健）君、大附君、半田君
４／２６（日高）前島君

【結婚・誕生日祝】
◇古稀おめでとう。　大附富義君（Ｓ１６生）
◇入会記念日おめでとう。�
　安藤君、島田君、土屋（良）君、高橋君
◇結婚記念日おめでとう。�
　石井君、増島君、北田君、矢島（巌）君
　小川君、吉田（武）君、前島君
◇会員誕生日おめでとう。�
　１１丸山君、１８森君、大附君、２１市川（洋）君
◇夫人誕生日おめでとう。�
　６柏木夫人、２３神田（康）夫人

【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ�
・今日はお世話になります。よろしくお願い
　致します。（日高）鈴木敏藏様、引間 豊様�
・日高ＲＣ鈴木会長、引間幹事、ようこそいらっ
　しゃいました。  半田君、安藤君、吉島君、和泉君
　　田辺君、新井君、大木君、矢島（巌）君、中里（昌）君�
・４月１８日で満８５歳になりました。「死支度
　致せ致せと桜哉」一茶。　　　　　　森君�
・次男が川越高校野球部に入りました。３年
　の兄とともに甲子園を目指します。大野君�
・高山祭の研修、無事に行って来ました。
　　　　　　　　　　　　　親睦活動委員会�
・５／１にＢ級グルメ王決定戦が行われます。
　皆さんのご参加お願いします。
　　　　  中里（昌）君、矢島（巌）君、吉田（武）君�
・長いこと病欠させて頂きご迷惑をおかけし
　ました。余震はありますが。　　　　森君�
・お蔭様で元気に古稀を迎えられました。皆
　様に感謝致します。　　　　　　　大附君�
・結婚記念日のお花を有難うございました。
　　矢島（巌）君、吉田（武）君、北田君、前島君、小川君�
・妻の誕生日お祝い有難うございました。
　　　　　　　　　　　　　　　  神田（康）君�
・誕生日祝、有難うございました。７２才に
　なりました。　　　　　　　　  市川（洋）君�
・早いものです。また誕生日を迎えました。
　有難うございます。　　　　　　　丸山君�
・入会記念、有難うございます。安藤君、高橋君
　　　　中里（昌）君、土屋（良）君、島田君、丸山君�
・遅刻。　　　　　　　　　　　　　小川君�
本日計８２，０００円、累計額１，２４５，６２２円。
◎１１日例会当番は細田（伴）会員、橋本会員です。

※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 江澤君、藤原君

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

５７名 ５４名６名 ９２．９８％
３／１６例会

９４．７４％

※次週の例会案内は省略。
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献身活動を一層期待しております。益々ご発
展を祈念致します」。

【出席報告】無断欠席はございません。

【Ｍ　　Ｕ】
４／１６（ガバナー）木川君
４／２４（地区協議会）吉島君、間邉君、新井君
　　　小谷野君、土屋（良）君、山岸君、藤原君
　　　神田（康）君、吉田（健）君、大附君、半田君
４／２６（日高）前島君

【結婚・誕生日祝】
◇古稀おめでとう。　大附富義君（Ｓ１６生）
◇入会記念日おめでとう。�
　安藤君、島田君、土屋（良）君、高橋君
◇結婚記念日おめでとう。�
　石井君、増島君、北田君、矢島（巌）君
　小川君、吉田（武）君、前島君
◇会員誕生日おめでとう。�
　１１丸山君、１８森君、大附君、２１市川（洋）君
◇夫人誕生日おめでとう。�
　６柏木夫人、２３神田（康）夫人

【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ�
・今日はお世話になります。よろしくお願い
　致します。（日高）鈴木敏藏様、引間 豊様�
・日高ＲＣ鈴木会長、引間幹事、ようこそいらっ
　しゃいました。  半田君、安藤君、吉島君、和泉君
　　田辺君、新井君、大木君、矢島（巌）君、中里（昌）君�
・４月１８日で満８５歳になりました。「死支度
　致せ致せと桜哉」一茶。　　　　　　森君�
・次男が川越高校野球部に入りました。３年
　の兄とともに甲子園を目指します。大野君�
・高山祭の研修、無事に行って来ました。
　　　　　　　　　　　　　親睦活動委員会�
・５／１にＢ級グルメ王決定戦が行われます。
　皆さんのご参加お願いします。
　　　　  中里（昌）君、矢島（巌）君、吉田（武）君�
・長いこと病欠させて頂きご迷惑をおかけし
　ました。余震はありますが。　　　　森君�
・お蔭様で元気に古稀を迎えられました。皆
　様に感謝致します。　　　　　　　大附君�
・結婚記念日のお花を有難うございました。
　　矢島（巌）君、吉田（武）君、北田君、前島君、小川君�
・妻の誕生日お祝い有難うございました。
　　　　　　　　　　　　　　　  神田（康）君�
・誕生日祝、有難うございました。７２才に
　なりました。　　　　　　　　  市川（洋）君�
・早いものです。また誕生日を迎えました。
　有難うございます。　　　　　　　丸山君�
・入会記念、有難うございます。安藤君、高橋君
　　　　中里（昌）君、土屋（良）君、島田君、丸山君�
・遅刻。　　　　　　　　　　　　　小川君�
本日計８２，０００円、累計額１，２４５，６２２円。
◎１１日例会当番は細田（伴）会員、橋本会員です。

※この写真は車乗入れ禁止前のものです。

当 番 江澤君、藤原君

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
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前々回修正
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３／１６例会

※次週の例会案内は省略。


