
・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　服部職業奉仕委員長�

・卓　話　増田圭佑様�

【会長報告】

　ＳＡＡからも話がありましたが久方ぶりで

平常通りに戻りました。大きな声を出さなく

てもマイクが拾ってくれますので聴きづらい

ことは無かろうかと思います。シャンデリア

も点いて明るいですね。３、４、５月と３か月

間、ご協力頂きまして有難うございました。

節減による資金捻出分は飯能に避難されてい

る方へお見舞い金としてお渡ししました。詳

細は社会奉仕委員長より報告があります。

　５／２７夜、寸劇関係者の慰労会（所沢・翠園）。

ＩＭのＤＶＤは和泉幹事の飯能ケーブルテレ

ビで作って頂きました。役者のギャラはこの、

ＲＣマーク入りの黄金色のネクタイでした。

【幹事報告】

・年度末、６月が決算月。費用の立替、支払いの

　未納の方は事務局に６／８までにお申込み

　下さい。会費・経費納入もお願いします。�

・病気療養中の江澤会員より６／３０付で退会

　との願いが書面で提出。会長と訪問して再

　度の慰留します。�

・森会員が別の病で再入院（国際医療センター）

　の予定。６月一杯、休会。�

・矢島（高）会員増強委員長より新入会員の推薦。

　「飯能精密工業（株）中山久喜様／４３才�」。会員

　選考、職業分類の各委員長の承認を経て、

　本日、役員会にて承認。６／８まで会員皆様

　よりご意見を頂きます。

・クールビズ導入、６月はノーネクタイ可。�

【委員会報告】

◎社会奉仕委員会　　　　　　　　　大木君

　皆様からの浄財を直接被災者に差し上げる

ということで、５／２７、９時に会長、幹事、吉島

会長エレクトと私で福祉センターに参りまし

た。入会して３０年以上経ちますが、その歴史

の中でも例会を半分にする等、いろいろな面

で問題はあったかと思いますけれども、これ

からご報告申し上げますことでご容赦賜われ

るのではと感じました。

「日赤を通すより直接被災者の皆さんにお渡

しした方がよろしいのではないか」というお

話を、今回、市長、社会福祉協議会より頂き

ました。被災者の方からは大変感謝されまし

た。お一人お一人から近況等も伺いましたが、

日常からいきなり「今から家から出て行け」と

憤懣遣る方無い事が起こったわけです。半田

会長もお言葉を選びながら失礼の無いように

ご挨拶されました。

　今回の「快挙」と言うのは、市内に避難され

ている方が一堂に会したという事。それは今

まで無かったわけです。「贈呈式」で皆さんが

一室にお集まりになり、そこで初めて飯能に

避難されている方々がどんな方なのか、近く

の方だったのか等、いろいろお顔見知りにな

れた。これから先、励まし合う横のつながり

も出来たわけです。また、前回の義援金は日

赤の金庫に滞っており末端には未だお渡し出

来ない状態ですが、今回、３万円ですが現金で、

「すぐ使える」ということで感激されました。

　暗い３か月でしたが、ＲＣとして良い事が

出来たのでは…私がこのような事を言ってよ

ろしいのか分かりませんが、大変な感謝の言

葉を頂きましたことをお伝えして、報告とさ

せて頂きます。

　最後に、「おすがりするだけではなく、出来

れば働きたいので働き口をご紹介頂ければ有

難い」と皆さん申されていました。

◎ロータリー情報委員会　　　　　　大附君

　地区から『ロータリーの心と原点』を２冊

頂き、クラブで是非読んで欲しいとの事で、

皆さんにご提供することにしました。

◎職業奉仕委員会　　　　　　　　　服部君

　委員長として１年間、職業を通して何が奉

仕出来るかを考えておりました。そんな折、

大震災が起こり、４／２８、四十九日の法要を観音

寺で勤めさせて頂きました。１３０名以上の方

に来て頂き義援金７７万円をご寄付申し上げ

ました。６／１８（土）１４時からは近隣のご住職に

集まって頂き、高麗・聖天院で百か日法要を営

みます。悲惨な現場で活動された自衛隊、消防

の方々にもお声かけしました。１６時からは観

音寺駐車場にて、風評被害で困っておられる

地域の物産展を開催。会津の米、会津の名酒、

郡山の薄皮饅頭等を販売。お出かけ下さい。

◎次年度幹事　　　　　　　　　　　間邉君

　次年度第１回役員会６／８（水）１１時。

【出席報告】※無断欠席なし

【Ｍ　　Ｕ】

５／３１（日高）中里（忠）君

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・誕生御祝品、有難うございました。山岸君�

・花束を有難うございました。　　　丸山君�

・遅刻。　　　　　　　　　　　　　高橋君�

・早退。　　　　　　　　　　　  吉田（武）君�

本日計１０，０００円、累計額１，３３４，６２２円。

◎８日例会当番は石井会員、市川（洋）会員です。

�
【卓　　話】

講師紹介　　　　　　大野プログラム委員長

　１９８３年生まれ、２７才。城西大学薬学部卒。飯

能老年病センターに薬剤師として勤務。３／５

～４／２豪州クイーンズランド州ブリスベン

周辺の第９６３０地区を訪問。滞在中、職業研修

として病院、薬局を見学。地区大会、各クラブ

の例会に参加。

　　《スライド上映》

（ＧＳＥ）とは、異なる国

の２地区間を事業主・専

門職業人により成るチー

ムで相互に訪問して国際

間の理解と友好増進を図

るプログラムです。

　チームは団長の井桁憲

治さん（熊谷東ＲＣ／電気店経営）、団員：新

村幸久（志木ＲＣ推薦／消防士）、大野育子（熊

谷東ＲＣ推薦／役者）、岡田さとみ（川越中央

ＲＣ推薦／市役所職員）、私の計５人。昨年

８月から出発まで、月１回、計５回のオリエン

テーションをガバナー事務所で受けました。

　ゴールドコーストの空港には地区ガバナー

のアンさん（金髪の女性）他、多数が出迎えて

くれました。夜はウェルカムバーベキュー。

翌日、ブリスベン川の観光。１月の大洪水の

水がやっと引いた所でした。

　６クラブの例会に出席、第２５７０地区の紹

介等をしました。役者のメンバーが日本舞踊

を舞い、喜んで頂きました。

　３／１８・１９に、ブリスベンより車で１時間半

程の町での地区大会に参加。地区ガバナーの

ご夫君ライさんはパストガバナーで、ご夫婦

でガバナー経験者でした。３．１１の影響で受

け入れ中止になってしまったのですが、４月

に日本への派遣が予定されていた向こうのメ

ンバーも日本に行きたいとアピールしていま

したが、難しい状況になってしまいました。

大震災はＴＶ、新聞でも大きく取り上げられ、

ＲＣの方からも非常に心配して頂き、例会の

冒頭は黙祷を捧げて頂きました。

　町の調剤薬局や病院を訪問。細かく説明し

て頂きました。

　週毎にクラブを移動するのですが、主に日

曜日は観光の日で、動物園、乗馬、ブッシュ

ウオーク、海辺、コットン畑、スイカ農場、

炭鉱等の見学をしました。滞在中は会員宅に

ホームステイ。ホストファミリーと写真を撮

りました。帰国は成田ではなく関西国際空港

に戻りました。今回、ご推薦を頂き、貴重な

経験をさせて頂きまして有難うございました。

飯能ロータリークラブ会報

石原橋下の釣人

会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率

修正なし

前々回修正
出　席　率

５７名 ４８名６名 ８５．７１％８４．２１％

夜 間 例 会
ヘリテイジリゾーツ飯能

点鐘１８：００

第２４４３　例会
６月１５日（３、水）
当番　市川（昭）君、加藤君

当 番 服部君、細田（吉）君

地域を育み、大陸をつなぐ

ロータリー親睦活動月間

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

曇

ＧＳＥ 帰国報告

増田圭佑様
 第２５７０地区 ２０１０―１１年度ＧＳＥ団員（飯能ＲＣ推薦）
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