
・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】

　義援金についての理事会決議がありました。

例会休会３回分（４／６、２０、５／１８）の食事代

４３３，０５０円、他に節約した額１６２，８６４円、

計５９５，９１４円。さらに、親睦旅行参加予定者

４７人に対しての補助２３５，０００円（１人５千円）、

職業奉仕委員会の工場見学等の補助７万円、

卓話講師への謝金５０万円が全て不要となり、

トータルは驚くなかれ１，４００，９１４円。そこで、

理事会の承認を得て、皆様へのご報告・ご承

認も頂き、このお金を今回の大災害への義援

金としてお出ししようということになりまし

た。〈食事代〉以外は未だ承認されていません

でしたが、先程の理事会でご承認頂きました。

前回の義援金は飯能市を通し「日本赤十字社」

に寄付したのですが、今回は、飯能市内に避難

されている福島県からの２４家族４８人にお

１人ずつお渡しした方が公平ではなかろうか

という、市、自治会の意見があり、各人に３万

円ずつ（計１４４万円）をお渡ししようという

ことになりました（※）。方法は、市の福祉関

係職員に同行して頂き、ロータリアン（１５人

の理事で都合のつく者）が直接、被災者にお渡

しするというもの。「ロータリーとは何か」等

の説明は口頭だけでなく「新入会者のための

資料」をお借りします。一刻も早く市よりリ

ストを貰い、手分けをして、２・３日で実施し

たい。４大新聞にも載せて頂き広報に繋げた

いと考えております。

【幹事報告】

・６月のプログラム承認。６月からは平常通

　りの例会に戻ります。�

・「いわき平中央ＲＣ」からのお手紙（以下）：

　私ども、いわき平中央ロータリークラブは、

この度の東日本大震災で被災した福島県いわ

き市にございます。今尚余震が続く中、ロー

タリアンとして地域復興に全力を注いでいる

最中です。

　しかし、その活動も福島県、いわき市とい

うだけで全てが原子力発電所からの放射性物

質に汚染されているという風評にさらされ、

復興への大きな妨げになっております。事実、

商用などで他県を訪れると、入室を断られる

という事象も報告されております。これら風

評被害をあげれば枚挙に暇がありません。

　願わくば貴クラブにおかれましても、原子

力被害状況への冷静なご判断の基、各会員、

ご家族、お知り合いに適切なる行動を促して

いただきたいと、心よりお願い申し上げる次

第です。

　貴クラブの益々のご活躍をお祈り致すとと

もに、今後のご協力、ご指導を賜りますよう、

重ねてお願い申し上げます。

・平沼会員は本日退院、リハビリに専念。�

・５／２２（日）、矢島（巌）クラブ奉仕委員長の下、

　飯能新緑ツーデーマーチに参加される予定

　の方は現在１０名。１，５００円の参加費は大木

　社会奉仕委員長のお計らいで委員会から出

　資との事。１０キロの、ごみを拾いながらの

　宮沢湖コース。春を満喫しながら脚を鍛え

　て頂きたいと思います。�

・飯能市福祉課より（非公式）、福島から避難

　されている方は市の生活保護対象者となっ

　ており、市営住宅は１年間の暫定契約です。

　短期でも働きたい、お役に立ちたいという

　方（男性４名女性２名）がおられますので、

　よろしくお願いします、とのことです。�

【委員会報告】

◎親睦活動委員会　　　　　　　  中里（忠）君

　今年度最後の夜間例会の出欠席を取りたい

と思います。よろしくお願いします。

◎次年度幹事　　　　　　　　　　　間邉君

　座談会への大勢の方のご出席、貴重なご意

見有難うございました。本日「年度計画書」

提出期限です。ＦＡＸでも結構ですので、大

至急お願いします。

◎雑誌委員会　　　　　　　　　　　山川君

「友」５月号紹介。横組、ＲＩ指定記事は必ず

読んでいらっしゃると思います。表紙の説明

も読んで頂きたい。Ｐ３２「日本で国際大会を

開催」。１９６１年（Ｓ３６年）、東京晴海埠頭で日

本初のＲＩ国際大会が開催。２回目は１９７８年、

代々木国立競技場。３回目の２００４年、私は

親睦活動委員長として京都で神社仏閣を見学

して１泊、翌日、会場の大阪ドームに行った

経緯がございます。その時、癌と闘いながら

ご一緒された、森先生の奥様が非常に美しか

ったことをつい最近のように思い出します。

福田先生にも非常に喜んで頂きました。

【出席報告】無断欠席、【ＭＵ】ありません。

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ

・早退。　　　　　　　　　　　  吉田（武）君

本日計１，０００円、累計額１，２４６，６２２円。

◎２５日例会当番は平沼会員、萩野会員です。

�

※不足分については、幹事と会計で、予備費

　や委員会で余っている予算等を充て、適切

　に処理する事で理事会承認されました。

※この写真は車乗入れ禁止前のものです。

当 番 細田（伴）君、橋本君

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

雨

会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率
前々回修正
出　席　率
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［担当委員会］例会数 行　事　予　定
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神田（康）君
北 田 君

［会長・幹事］

市川（昭）君
加 藤 君

［親睦活動］

石 井 君
市川（洋）君

［会報・広報］

クラブ協議会６　．２２

６　．２９

服 部 君
細田（吉）君

［国際奉仕］

卓話「ＧＳＥ帰国報告（仮題）」
増田圭佑様

卓話「むらさんの
　　　　　日本縦断漫遊記」
（株）三協建設  会長 村里泰由様

夜 間 例 会

点　鐘　 １８：００ヘリテイジリゾーツ飯能

例会取消（法定休日）

平成２３年６月のプログラム
（月間テーマ  ロータリー親睦活動月間）
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【四つのテスト】

【結婚・誕生日祝】
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