
《夜間例会》  ヘリテイジ・リゾーツ飯能
　　　　　 　　　　　　　　 １８：００～
・点　鐘　半田会長
・ソング　我等のなりわい�

【入会式】
◎新入会員紹介　　　　　　　　  矢島（高）君
中山久喜（なかやまひさよし）様　芦苅場にある
飯能精密工業（株）社長。お父様、中山住生様の
ご長男です。飯能市青木在住。東洋大学ご卒業。
ゴルフ部出身で飯能グリーンのクラブチャン
ピオンにもなられた腕前です。

◎中山会員挨拶�
　金型を作ってプレス機
に取り付けて、金属の板
を曲げたり穴を開けたり
して成型して、医療機器、
パチンコ、ケータイ等の
部品を作っております。
東洋大学工学部機械工学
科を出てから狭山の金型

屋で５年位修業して、うちの会社に入りました。
私の入会に当たり皆様にご承認頂き本当に有
難うございます。今後も社会に奉仕、貢献して
行きたいと思っておりますので、ご指導の程
よろしくお願い致します。有難うございました。
◎半田会長よりロータリーバッジ装着／歓迎
の言葉◎誓いの言葉◎ＲＣの額・四つのテスト・
バナー贈呈◎大附Ｒ情報委員より資料贈呈◎
和泉幹事より会員証贈呈◎所属／親睦活動

◎入会歓迎の祝杯／
　橋本会員選考委員長
　久しぶりの夜間例会が入会式を兼ねるとい
うことで本当におめでとうございます。会員
のいろいろな条件は義務ではなく権利なので
すね。そういう中で勉強して頂き立派なロー
タリアンに成長して欲しい。また、所帯を一
日も早く持って頂きたいと思います。

【会長報告】
　久方ぶりの入会式、有難うございました。
　６／１０（金）税理士会の定期総会があり、私と
大木社会奉仕委員長のところへ来賓の沢辺市
長がわざわざ来られ、２３家族４６人への義援金
について改めて感謝されました。市長、副市長、
担当部長の臨席の下、お一人ずつに手渡しして、
一人ひとりから心情を話して頂き、涙ながら
声をつまらせながら話をされました。一人ず
つがしゃべったので横の連絡が取れてとても
良かったと、市長はすごく喜んでおられました。
　１１日（土）志木市民会館で（３．１１で地区大会
中止となったため）地区会合が開催、私と木川
地区ＧＳＥ委員が出席。冒頭、いつもニコニコ

明るい西川ガバナーの挨拶は何となく目が潤
み言葉が詰まるような感じでした。通常東京
で開催する「ガバナー会」が２日前に盛岡であ
ったそうです。「被害の状況はテレビ・新聞で
見るのとは全然違う。言葉が無い。向こうのロ
ータリアンもロータリー活動どころではない
状態だったが日本や世界のロータリアンの励
ましの言葉と援助により何とか立ち直れる、
ロータリーをもう一度やろうという気持ちが
出てきている」。西川年度もここで終わりま
すが、親を亡くした学生への奨学資金を作り
たい。１人１万円の義援金をお願いし、少な
くとも５年間はお渡ししたいとの事でした。

【幹事報告】
・クラブ協議会は１分以内のスピーチをお願
　いします。本旨は年次報告書用原稿用紙へ
　（７／１３配布）。しっかり保存させて頂きます。
�【出席報告】無断欠席はございません。

【Ｍ　　Ｕ】
６／３    （ガバナー）大附君
６／１１（ガバナー）半田君 
　　　（ＧＳＥ）木川君
６／１４（青梅）前島君
６／１５（川越西）前島君

【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ�
・中山久喜さん、入会おめでとうございます。
　矢島（高）委員長、有難うございます。
　　　　　　　　　　　　　新井君、吉島君�
・中山久喜さん、入会おめでとうございます。
　今後共よろしくお願い致します。  矢島（高）君�
・中山久喜さん、入会おめでとうございます。
　来年度親睦委員会一同、お祝い申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　　　  中里（忠）君�
・中山さん、御入会おめでとうございます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　田辺君�
・妻の誕生日お祝いを有難うございました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　杉田君�
本日計８，０００円、累計額１，３９４，６２２円。
◎２２日例会当番は神田（康）会員、北田会員です。
�

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
前々回修正
出　席　率

８５．７１％

当 番 市川（昭）君、加藤君

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

◎半田会長：挨拶�
　この会場は昨年３／３１以来。懐
かしい所です。“料理は食べ放題、
早い者勝ち。飲み物は飲み放題、
あるうちは。”今日は十二分に召
し上がって下さい。いろいろお世
話になり有難うございました。

◎吉田（健）パスト会長：乾杯�
　パスト会長も２０人近く居ます
ので乾杯役も引き継いで頂ければ
と思います。

◎神田（康）パスト会長：大〆�
◎新井パスト会長：一本〆�
◎吉島次年度会長：〆�

懇 親 会

◎司会：塩野親睦委員
「一生懸命やると誰かが助けてくれる」。
こういう言葉があるそうです。皆様のご
協力を賜りまして有難うございました。

◎神田（敬）親睦活動委員長：挨拶�
　３．１１後、日高との合同
夜間例会（３／２３）、そして、
私達が１年間かけて練り
に練った高山祭の親睦旅
行（４／１４・１５）の２つが
飛びました。その後、例会
も少なくなったり
と、そういう中で、
皆さんとこのよう

に夜間例会で親睦を深める場というの
が今日を限りになってしまったのかな
と思っております。普通なら演奏等あ
るのですが、１年間の思いを十分に語
り合う時間にしたいと考えております。
各テーブルを回り、感謝の気持ちを申
し述べたいと思います。
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