
・点　鐘　半田会長

・ソング　手に手つないで�

・ビジター　 第２５７０地区第３グループガバナー補佐

　　　　　磯田力彦様（新所沢ＲＣ）�

　　　　　（日高ＲＣ）土肥紋子様

　　　　　　　　　   清水佳代子様

【会長報告】

　磯田ガバナー補佐、ご来訪有難うございます。

日高ＲＣからお二人、ようこそいらっしゃい

ました。

　東日本大震災のことを考え、通常例会と変

えている点は、

・通常の例会取り止めの外、３回休会した。  

　（３～５月）

・食事代の単価を下げた。

・マイクを使わない。音楽を流さない。

・天井のシャンデリアを消灯。

・親睦旅行の取り止めによる補助金の削減。

・卓話なしによる講師謝金なし。

　上記により資金捻出が出来、東北からの避

難者へ義援金を贈呈。５／２７（金）福祉センター

へ来て頂くよう案内状を地域福祉課より（①

地域課長 ②ＲＣ会長・会員一同）５／２０発送

済みです。対象は２３家族、４６人。１人当

たり３万円。市長、副市長、福祉部長、外、

担当課員が立会う。ＲＣ出席予定者は、会長、

吉島会長エレクト、和泉幹事、大木社会奉仕

委員長。

（「案内状」の文）

　御避難されている皆様へ
　　　　　　　　　　　　  飯能ロータリークラブ
　　　　　　　　　　　　　　 　　　会長 半田  武
　　　　　　　　　　　　　 　　　　会  員  一  同

　謹んで地震災害のお見舞いを申し上げます。
　このたびの東日本大震災と原発事故により被害を受
け、飯能市に避難されている皆様に心よりお見舞い申
し上げますと共に、心労いかばかりかと御拝察申し上
げます。
　私共、飯能ロータリークラブ会員（５７名）は、３月２３
日、飯能市を通して日本赤十字社へ義援金をお送りし
たのではありますが、避難されている皆様のことをも
思い、毎週水曜日の例会時、昼食代の節約等、出来得
るかぎりの資金捻出のため節減に努めました。その結果、
充分とは言えませんが、ある程度資金が出来、皆様方へ
御援助申し上げる運びとなりました。御笑納下され、
何かの御役に立てて戴ければ幸甚であります。
　未曽有の大災害に対し、大和民族の叡智と忍耐と努
力で一日も早く復旧し、元気で帰宅出来ますことを御
祈念申し上げます。

【幹事報告】

・木川直前会長が腰痛で入院されていました。

　ご子息の執刀で手術、入院なさっていたの

　ですが２２日、晴れて退院されました。お

　めでとうございます。

・ロータリーレート１＄＝８２円

◎例会変更のお知らせ�

◇新所沢ＲＣ�

・６／２８（火） ６／２９（水）３９期最終例会 於：翠園�

◇所沢ＲＣ�

・６／２１（火） 移動例会　蛍鑑賞会

　　　　　   於：文化幼稚園自然観察園�

・６／２８（火）  最終夜間例会　於：梅の花�

【委員会報告】

◎クラブ奉仕委員会　　　　　　  矢島（巌）君

　５／２２（日）飯能新緑ツーデーマーチに飯能

ＲＣで１２名参加。大木社会奉仕委員長のお

計らいで委員会主催となり、たいへんお世話

になりました。宮沢湖の１０キロコースを楽

しくウオーキングしました。

◎ロータリー財団委員会　　　　　　新井君

　この度、Ｒ財団が「公益法人」として日本

財団から正式に認められたので、今後は財団

寄付金の領収証を申告にお使い頂けます。

◎吉澤会員

　先日は父の葬儀に際し、お忙しい中ご会葬

賜り誠に有難うございました。

◎間邉次年度幹事�

　５／１４会員増強委員会セミナーに代理で出

席して参りました。内容につきましては、純増

１名と退会防止が主な内容でした。会によっ

ては女性会員が９名もいる会もあり、次年度

は女性会長というクラブの紹介もありました。

◎磯田力彦ガバナー補佐ご挨拶�

　本日、年度最終の４回目

の飯能クラブ様、訪問させ

て頂きました。今日は例会

の貴重な時間を頂いて有難

うございます。年度内に第

３グループ１２クラブを最低

４回は訪問しなければなり

ません。それ以外に地区で

の会合があり、また、自分の

クラブの例会にも出席する事を欠かせないわけ

で、かなり多忙な１年間でした。�

　そういうことで、各クラブ、それぞれ４度も訪

問致しますと、そのクラブの状況がある程度把

握できると思います。この度の飯能クラブ様、例

会の雰囲気が明るく、なごやかで、大変に楽しい

クラブ運営がなされており、「これぞロータリー

クラブ」という思いを強く致しました。今後も

貴クラブの御発展を心から祈念致しております。

　もう１つ本日皆様に申し上げなければならな

いことですが、過日３／５の私共ホストとして開

催致しましたＩＭには誠に大勢の会員の方々に

お出で頂き有難うございました。メインのテー

マの演劇「ディアボーン街の奇跡…」には半田会

長様に出演して、また熱演して頂き、嬉しく思っ

ております。結構、地区、役員の方々の反響も上々

でした。また、ＩＭのＤＶＤ製作をお願いした和

泉幹事様には厚くお礼申し上げます。差し上げ

ますＤＶＤをご覧頂き、ＩＭ演劇をもう一度見て

頂きたく思います。

　結びに、半田武会長様、和泉由起夫幹事様の年

度が無事に、また、滞りなくゴール致しますこと

を祈念して、挨拶を終らせて頂きます。有難う

ございました。

【出席報告】※【ＭＵ】なし

【結婚・誕生日祝】

◇入会記念日おめでとう。�

　森君、吉田（健）君、吉田（武）君

◇結婚記念日おめでとう。�

　森君、丸山君、土屋（良）君、大崎君

◇会員誕生日おめでとう。�

　１８服部君、吉田（行）君、２５齋藤君、山岸君

◇夫人誕生日おめでとう。�

　８藤原夫人、１８土屋（崇）夫人、２９吉田（行）夫人

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・４度目の補佐訪問に参りました。西川ガバナー年

　度まもなくゴールですが、いろいろお世話になり

　ました。　　　　　 ガバナー補佐  磯田力彦様�

・本日はお世話になります。

　　　　（日高）土肥紋子様、清水佳代子様�

・磯田ガバナー補佐様、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、中里（昌）君、小川君�

・磯田力彦様、ガバナー補佐としてのお役ご苦労

　様です。元気に頑張って下さい。 　 矢島（巌）君�

・日高ＲＣ土肥様、清水様、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、中里（昌）君

　　　　小川君、大木君、小谷野君、前島君、高橋君�

・腰部脊柱管狭窄症及びすべり症で１８日間入院して

　いました。チタンのボルト６本で脊骨を固定してい

　ます。会からのお見舞有難うございました。木川君�

・先日の父の葬儀には大変お世話になり有難

　うございました。　　　　　　　　吉澤君�

・誕生日祝、有難うございました。

　　　　　　　  齋藤君、服部君、吉田（行）君�

・お花を有難うございました。

　　　　　　藤原君、土屋（崇）君、吉田（行）君�

・結婚記念祝、有難うございました。

　　　　　　　　  森君、土屋（良）君、大崎君�

・入会記念、有難うございました。

　　　　　　　森君、吉田（健）君、吉田（武）君�

・遅刻。　　　　　　　　　　　　　大野君�

・早退。　　　　　　　　　　　　　　森君�

本日計７８，０００円、累計額１，３２４，６２２円。

◎１日例会当番は服部会員、細田（吉）会員です。

※この写真は車乗入れ禁止前のものです。

当 番 平沼君、萩野君

地域を育み、大陸をつなぐ

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 ５１名６名 ８７．７２％８９．４７％

※次週の例会案内は省略。
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　　　　　磯田力彦様（新所沢ＲＣ）�

　　　　　（日高ＲＣ）土肥紋子様

　　　　　　　　　   清水佳代子様

【会長報告】

　磯田ガバナー補佐、ご来訪有難うございます。

日高ＲＣからお二人、ようこそいらっしゃい

ました。

　東日本大震災のことを考え、通常例会と変

えている点は、

・通常の例会取り止めの外、３回休会した。  

　（３～５月）

・食事代の単価を下げた。

・マイクを使わない。音楽を流さない。

・天井のシャンデリアを消灯。

・親睦旅行の取り止めによる補助金の削減。

・卓話なしによる講師謝金なし。

　上記により資金捻出が出来、東北からの避

難者へ義援金を贈呈。５／２７（金）福祉センター

へ来て頂くよう案内状を地域福祉課より（①

地域課長 ②ＲＣ会長・会員一同）５／２０発送

済みです。対象は２３家族、４６人。１人当

たり３万円。市長、副市長、福祉部長、外、

担当課員が立会う。ＲＣ出席予定者は、会長、

吉島会長エレクト、和泉幹事、大木社会奉仕

委員長。

（「案内状」の文）

　御避難されている皆様へ
　　　　　　　　　　　　  飯能ロータリークラブ
　　　　　　　　　　　　　　 　　　会長 半田  武
　　　　　　　　　　　　　 　　　　会  員  一  同

　謹んで地震災害のお見舞いを申し上げます。
　このたびの東日本大震災と原発事故により被害を受
け、飯能市に避難されている皆様に心よりお見舞い申
し上げますと共に、心労いかばかりかと御拝察申し上
げます。
　私共、飯能ロータリークラブ会員（５７名）は、３月２３
日、飯能市を通して日本赤十字社へ義援金をお送りし
たのではありますが、避難されている皆様のことをも
思い、毎週水曜日の例会時、昼食代の節約等、出来得
るかぎりの資金捻出のため節減に努めました。その結果、
充分とは言えませんが、ある程度資金が出来、皆様方へ
御援助申し上げる運びとなりました。御笑納下され、
何かの御役に立てて戴ければ幸甚であります。
　未曽有の大災害に対し、大和民族の叡智と忍耐と努
力で一日も早く復旧し、元気で帰宅出来ますことを御
祈念申し上げます。

【幹事報告】

・木川直前会長が腰痛で入院されていました。

　ご子息の執刀で手術、入院なさっていたの

　ですが２２日、晴れて退院されました。お

　めでとうございます。

・ロータリーレート１＄＝８２円

◎例会変更のお知らせ�

◇新所沢ＲＣ�

・６／２８（火） ６／２９（水）３９期最終例会 於：翠園�

◇所沢ＲＣ�

・６／２１（火） 移動例会　蛍鑑賞会

　　　　　   於：文化幼稚園自然観察園�

・６／２８（火）  最終夜間例会　於：梅の花�

【委員会報告】

◎クラブ奉仕委員会　　　　　　  矢島（巌）君

　５／２２（日）飯能新緑ツーデーマーチに飯能

ＲＣで１２名参加。大木社会奉仕委員長のお

計らいで委員会主催となり、たいへんお世話

になりました。宮沢湖の１０キロコースを楽

しくウオーキングしました。

◎ロータリー財団委員会　　　　　　新井君

　この度、Ｒ財団が「公益法人」として日本

財団から正式に認められたので、今後は財団

寄付金の領収証を申告にお使い頂けます。

◎吉澤会員

　先日は父の葬儀に際し、お忙しい中ご会葬

賜り誠に有難うございました。

◎間邉次年度幹事�

　５／１４会員増強委員会セミナーに代理で出

席して参りました。内容につきましては、純増

１名と退会防止が主な内容でした。会によっ

ては女性会員が９名もいる会もあり、次年度

は女性会長というクラブの紹介もありました。

◎磯田力彦ガバナー補佐ご挨拶�

　本日、年度最終の４回目

の飯能クラブ様、訪問させ

て頂きました。今日は例会

の貴重な時間を頂いて有難

うございます。年度内に第

３グループ１２クラブを最低

４回は訪問しなければなり

ません。それ以外に地区で

の会合があり、また、自分の

クラブの例会にも出席する事を欠かせないわけ

で、かなり多忙な１年間でした。�

　そういうことで、各クラブ、それぞれ４度も訪

問致しますと、そのクラブの状況がある程度把

握できると思います。この度の飯能クラブ様、例

会の雰囲気が明るく、なごやかで、大変に楽しい

クラブ運営がなされており、「これぞロータリー

クラブ」という思いを強く致しました。今後も

貴クラブの御発展を心から祈念致しております。

　もう１つ本日皆様に申し上げなければならな

いことですが、過日３／５の私共ホストとして開

催致しましたＩＭには誠に大勢の会員の方々に

お出で頂き有難うございました。メインのテー

マの演劇「ディアボーン街の奇跡…」には半田会

長様に出演して、また熱演して頂き、嬉しく思っ

ております。結構、地区、役員の方々の反響も上々

でした。また、ＩＭのＤＶＤ製作をお願いした和

泉幹事様には厚くお礼申し上げます。差し上げ

ますＤＶＤをご覧頂き、ＩＭ演劇をもう一度見て

頂きたく思います。

　結びに、半田武会長様、和泉由起夫幹事様の年

度が無事に、また、滞りなくゴール致しますこと

を祈念して、挨拶を終らせて頂きます。有難う

ございました。

【出席報告】※【ＭＵ】なし

【結婚・誕生日祝】

◇入会記念日おめでとう。�

　森君、吉田（健）君、吉田（武）君

◇結婚記念日おめでとう。�

　森君、丸山君、土屋（良）君、大崎君

◇会員誕生日おめでとう。�

　１８服部君、吉田（行）君、２５齋藤君、山岸君

◇夫人誕生日おめでとう。�

　８藤原夫人、１８土屋（崇）夫人、２９吉田（行）夫人

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・４度目の補佐訪問に参りました。西川ガバナー年

　度まもなくゴールですが、いろいろお世話になり

　ました。　　　　　 ガバナー補佐  磯田力彦様�

・本日はお世話になります。

　　　　（日高）土肥紋子様、清水佳代子様�

・磯田ガバナー補佐様、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、中里（昌）君、小川君�

・磯田力彦様、ガバナー補佐としてのお役ご苦労

　様です。元気に頑張って下さい。 　 矢島（巌）君�

・日高ＲＣ土肥様、清水様、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、中里（昌）君

　　　　小川君、大木君、小谷野君、前島君、高橋君�

・腰部脊柱管狭窄症及びすべり症で１８日間入院して

　いました。チタンのボルト６本で脊骨を固定してい

　ます。会からのお見舞有難うございました。木川君�

・先日の父の葬儀には大変お世話になり有難

　うございました。　　　　　　　　吉澤君�

・誕生日祝、有難うございました。

　　　　　　　  齋藤君、服部君、吉田（行）君�

・お花を有難うございました。

　　　　　　藤原君、土屋（崇）君、吉田（行）君�

・結婚記念祝、有難うございました。

　　　　　　　　  森君、土屋（良）君、大崎君�

・入会記念、有難うございました。

　　　　　　　森君、吉田（健）君、吉田（武）君�

・遅刻。　　　　　　　　　　　　　大野君�

・早退。　　　　　　　　　　　　　　森君�

本日計７８，０００円、累計額１，３２４，６２２円。

◎１日例会当番は服部会員、細田（吉）会員です。

※この写真は車乗入れ禁止前のものです。

当 番 平沼君、萩野君

地域を育み、大陸をつなぐ

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

※次週の例会案内は省略。


