
・点　鐘　吉島会長

・ソング　君が代　奉仕の理想�

・四つのテスト斉唱　島田職業奉仕委員�

・ビジター（秦野ＲＣ）玉木　茂様�
　　　　　　　　　  奉仕プロジェクト委員会担当理事�

【会長報告】

　地区大会は多数参加

頂き有難うございまし

た。慰労会も無事終了

しました。

　１２／１駿河台大学第

１６回留学生スピーチ

コンテストに私と中里

（昌）委員長、国際交流協

会副会長の市川（洋）会員

が出席。発表者は６名。

優勝、準優勝が中国、３

位が韓国の方。内容は文化の違いについて。２

月に入賞者の例会を設けます。４日（日）ライラ

デー（紫雲閣）には前島委員長と私、間邉幹事

で出席。５名の米山奨学生の話で印象に残っ

たのは「割り勘」について。アジア、特に中国・韓

国には無く、友だち同士なのだから、ある時は

自分が持ち、将来とも友だちなのだから次回

は他の方が持つ、というのが礼儀みたいです。

海外では「ダッチ・アカウント」があり、レスト

ランでも「自分の分はいくらだ？」とシェアし

てもらえば、その場で勘定してチップさえや

れば済むようになっているわけですから、日

本はアジアとしては欧米流になってしまって

いるのかなと思いました。駿大留学生から３

名が米山に応募、台湾の男性は落ちましたが

最終審査に２名の女性が残りました。ガバナ

ー、部門委員長、補佐には是非飯能にとお願

いしました。来月、発表。期待して下さい。

【幹事報告】
・第７回役員会。前回議事録確認。１月プログ
　ラム。２／１９（日）ＩＭ（狭山東武サロン）は全員
　登録、バス用意。飯能市国際交流協会の日本
　の家庭料理教室に会長参加１万円協賛。市・
　歳末たすけあい５万円寄付。以上承認。�
・１／１９所沢ＲＣ５０周年（パークハイアット東
　京）に会長出席。�社会奉仕委員会より避難
　されている方に『第九』入場券贈呈、大人３６
　名、小学生６名。以上承認。�
・１２月ロータリーレート１＄＝７８円�
・地区大会欠席の方、資料をお持ち帰り下さい。
�・東清州ＲＣへ謹賀新年署名をお願いします。
�・週報：入間ＲＣ、他�
◎例会変更のお知らせ�
◇入間ＲＣ�
・１２／１５（木） クリスマス家族会　ヘリテイジ飯能�
・１２／２９（木） 年越しそば例会　五文字屋�
・１／５（木）　　クラブ定款６―１―Ｃにより休会�
・１／２６（木）　新年夜間例会�
◇狭山中央ＲＣ�
・１２／２０（火）例会臨時変更　年末家族会
　　　　　　点鐘１８時半　アズグレイス�
・１２／２７（火）例会取止（定款６―１―Ｃ）�
・１／３（火）　  例会取止（定款６―１―Ｃ）�
・１／１０（火）   例会臨時変更　市内３ＲＣ新春合同例会
　　　　　　点鐘１８時　狭山東武サロン�

◇所沢ＲＣ�
・１２／２０（火）例会振替　１２／２２クリスマス会
　　　　　　川越プリンスホテル�
・１２／２７（火）定款第６条により休会�
・１／３（火）　  定款第６条により休会�
・１／１７（火）   例会振替　１／１９創立５０周年式典
　　　　　　パークハイアット東京�
◇所沢東ＲＣ�
・１２／２２（木）夜間家族親睦例会�
・１２／２９（木）例会取止�（定款による）
・１／５（木）　  夜間新年会�
◇新所沢ＲＣ�
・１２／２７（火）定款６―１―Ｃ
・１／３（火）　  法定休日�
・１／１７（火）　移動例会�
・１／３１（火）　移動例会�

【委員会報告】

◎ロータリー財団委員会　　　　  神田（康）君

　本日、平沼雅義会員よりベネファクター

１，０００＄（７８，０００円）を頂戴致しました。（拍手）

【出席報告】無断欠席なし　  増島出席委員長

【Ｍ　　Ｕ】

１１／１５（日高）山川君

１１／２１（浦和南）高橋君

１２／４（ガバナー）吉島君、間邉君、前島君

【ＳＡＡ報告】

◎ ニコニコＢＯＸ�

・本日はお世話様です。　（秦野ＲＣ）玉木茂様�

・１２月３日誕生日です。喜寿となりました。

　入会記念日。　　　　　　　　　　平沼君�

・結婚記念日にお花を有難うございました。

　　　　　　　　　　　　　　　  細田（吉）君�

・１１／２０の地区大会、ご参加頂き有難うございます。

　　  吉島君、吉田（武）君、間邉君、土屋（崇）君�

・早退　平沼君、土屋（良）君、服部君、柏木君�

本日計２６，０００円、累計額６１３，１１２円。

◎１４日例会当番は平沼会員、半田会員です。

《 年  次  総  会 》�

◎次年度役員発表　　　　　平沼指名委員長

　１１／１５「一ふじ」にて選考委員会を開催。決

まった事をご報告致します。　　  （敬称略）

　　　　　　　　〔予定者〕

次年度会長　　　安藤泰雄

次年度会長エレクト吉田武明

次年度副会長　　山川荘太朗

直前会長　　　　吉島一良

次年度幹事　　　島田秀和

次年度ＳＡＡ　　小川晃男

次年度理事　　　間邉元幸（クラブ奉仕）

　　　　　　　　大木重雄（職業奉仕）

　　　　　　　　和泉由起夫（社会奉仕）

　　　　　　　　新井景三（国際奉仕）

　　　　　　　　服部融亮（親睦活動）

　　　　　　　　高橋　弘（プログラム）

　　　　　　　　吉田行男（会員増強）

　　　　　　　　雨間保弘（会報・広報）

　　　　　　　　田辺　實（ロータリー財団）

次年度会計　　　森　健二〔入会予定〕

次年度副幹事　　山岸敬司

次年度副ＳＡＡ　小谷野正弘

◎安藤次年度会長�

　飯能ＲＣも５０周年を間もなく迎え団体とし

ても市内で親しまれている組織だろうと理解

しています。４９代目として当然５０周年を控え

て、ＲＣの提唱する奉仕／親睦を中心に据え、

皆様のご理解ご協力ご指導を頂きながら一生

懸命務めたい。ＲＩ会長方針やガバナーの目標

等、未だ届いておりませんが、それを踏まえな

がら飯能ＲＣの置かれている位置を理解して

の１年間になろうかと考えているところです。

ＲＣが大変魅力的な先輩、会員お一人お一人

の集まりである事をいつも感じながら、私自身、

勉強させて頂いている事に感謝しています。

至らない所が沢山あると思いますが穏やかに

和やかにクラブを運営するよう努めたい。よ

ろしくご指導の程お願い申し上げます。

◎吉田（武）次年度会長エレクト�

　安藤年度と私の年度で５０周年の準備をさ

せて頂き、山川副会長の代で式典を行うとい

う段取りになっております。準備怠りなくや

っていきたい。ご協力お願い致します。

◎山川次年度副会長�

　微力ですが会長を支えながら一生懸命頑張

ろうと思っております。吉田（武）エレクトより

５０周年、万事整えておくとの事、安心してお

ります。自分も頑張って皆様のご指導ご協力

を賜りますようお願いしたいと思います。

◎島田次年度幹事�

　入会はＨ７年。年数だけは長いのですが、

分からない事がいっぱいございます。間邉幹

事、幹事経験者の方、諸先輩にご指導頂きなが

ら一生懸命務めさせて頂きたいと思います。

飯能ロータリークラブ会報

カルヤン・バネルジー

立 原 雅 夫

当 番 細田（伴）君、橋本君

こころの中を見つめよう　博愛を広げるために

家 族 月 間

＋ガンバレ！日本のロータリークラブ～継続できるロータリークラブとは～

吉 島 一 良 間 邉 元 幸
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＋ガンバレ！日本のロータリークラブ～継続できるロータリークラブとは～

吉 島 一 良 間 邉 元 幸

例会場：マロウドイン飯能

晴

※次週の例会案内は省略。

月   日 当　番
［担当委員会］例会数 行　事　予　定

石 井 君
市川（洋）君
［会長・幹事］
和 泉 君
市川（昭）君
［会長・幹事］
加 藤 君
神田（康）君
［Ｒ情報］

平成２４年１月のプログラム
（月間テーマ　ロータリー理解推進月間）

例会取消（法定休日）

新年例会「年頭のご挨拶」
飯能市長 沢辺瀞壱様

卓話「新年にあたり」
埼玉県議会議員 和田  浩様

卓話「飯能ロータリーの歴史」
飯能ＲＣ大木重雄パスト会長

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％ 法定休日のため
例会取消し

１１／２０日

於

地区大会

川越プリンス


