
・点　鐘　吉島会長

・ソング　我等のなりわい�

【会長報告】

　今日、正式に中井眞一郎氏（所沢ＲＣ・弁護士）

をガバナーノミニーに選出したいとの文章が

地区より届きました。大木パスト会長の時か

らでしょうか、この時期、会長の「新年の挨拶」

の取材が飯能日高テレビからあります。文化

新聞に掲載されるのは来年１月が初めて。私

の文章が拙く、掲載が継続しないと責任を取

らされますが、その節はご勘弁頂きたい。

【幹事報告】

・ガバナー事務所「ロータリーカード」の案内

・第８回役員会１／１１、１１時半より

・週報：入間南ＲＣ�

◎例会変更のお知らせ�

◇新所沢ＲＣ�

・１／１７（火） 移動例会

・１／２４（火） 振替休会　１／２５特別例会

・１／３１（火） 移動例会　新年会

◇入間南ＲＣ�

・１／３１（火） あんこう鍋を囲んで一句例会

　　　　　   東光寺　点鐘１８時�

【委員会報告】

◎雑誌委員会　　　　　　　　　　　川口君

『友』１２月号。横組Ｐ１４「私の家族」、加藤会員

の記事が掲載。『友』事務局よりの原稿依頼を

何人かにお願いしたところ応募して頂き有難

うございました。掲載されなかった方、申し訳

ございません。Ｐ１６～東日本大震災支援。現地

に行くよりお招きして交流する支援が増えて

来たようですが大槌町に最近行かれた人の話

を聞くとまだ手付かずで支援が必要との話も。

Ｐ３１、今月から始まった「同論・異論」。反論や

擁護する意見が次号に載る形ではないが、こ

のコーナーが続く事で自分の考え方の視野が

広がるような感じもします。縦組Ｐ２「アフガ

ニスタンの真実」厳しい医療状況。タリバンと

アルカイダの関係等、参考になった。Ｐ１２、俳

壇等に近隣会員の作品。Ｐ１８～ＳＬ、長生きの

秘訣、Ｐ２７などに当地区の話題が掲載です。

◎親睦活動委員会　　　　　　　  中里（忠）君

　１２／２１Ｘマス家族会、会場マロウドイン。

【出席報告】無断欠席なし　　　　　  増島君

【Ｍ　　Ｕ】

１２／８（第３Ｇ）前島君

【結婚・誕生日祝】　　　  大崎親睦活動委員

◇喜寿おめでとう　平沼雅義君

◇入会記念日おめでとう

　矢島（巌）君、平沼君、石井君、半田君、小崎君

◇結婚記念日おめでとう�

　木川君、柏木君、吉島君、中里（昌）君、中里（忠）君

◇会員誕生日おめでとう

　３平沼君、１２矢島（巌）君、２２中里（昌）君

◇夫人誕生日おめでとう�

　１２増島夫人、１８矢島（巌）夫人、１９高橋夫人

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・入会以来満２０年連続して１００％出席を継続することが

　出来ました。縁有る方皆さんに感謝致します。半田君�

・入会記念、有難うございます。小崎君、石井君�

・結婚記念・誕生祝、有難う。　     中里（昌）君�

・家内共々誕生祝、有難うございます。お蔭様で昭和６２

　年入会以来、元気で頑張っておられます。矢島（巌）君�

・結婚５２年目、二人三脚の人生も終着駅を

　感じる昨今です。　　　　　　　　木川君�

・結婚記念日のお花を有難うございます。吉島君�

・結婚記念日のお花、有難うございました。

　又１年間仲良く頑張ります。　  中里（忠）君�

・妻の誕生日　　　　　　　　　　　高橋君�

本日計４２，０００円、累計額６５５，１１２円。

◎２１日例会当番は服部会員、細田（吉）会員です。

� ＝クラブ協議会＝

　　　　　　　　　　　　司会　吉島会長◎吉島一良会長報告�

　８月に公式訪問、地区大会も例年より早く

終了。米山１名、財団２名の特別寄付。テーマ

１）増員±０。高橋委員長と話し、来年には推

薦者が出る予定。２）「品位」を意識を持って

やって頂いている。３）小谷野、中里（昌）委員

長、吉田（行）委員に「職業奉仕」の地区への投稿

を依頼。４）奨学生を是非獲得したい。

◎土屋  崇ＳＡＡ報告�

　遅刻をせず何とか務まっているのかなとい

う状況。リラックス出来る音楽、委員会報告

の事前届出、卓話中の私語を慎む事、等。ご

意見もよろしくお願い致します。

◎平沼雅義クラブ奉仕委員長報告�

　新井委員と担当。２月に骨折、地区協議会に

も出席出来ず、ご協力を頂きながらの半年。個

人的には財団寄付、また、ネパールの３人の子

の里親になって１０年。会員以外の里親も募集

したい。『ロータリーの友』、「綱領」を読んで

頂くのが一番の勉強になるかと思います。

◎増島宏徳出席委員長報告�

　無断欠席もなく前半を終了。後半もよろし

くお願い致します。

◎市川洋太郎プログラム委員長報告�

　各委員長、有難うございました。震災に関

する例会も３回程。委員会の忘年会も先日行

い、徹底的な議論を交わしました。品位ある

クラブという事で後半も頑張ります。

◎大附富義ロータリー情報委員長報告�

　地区で２回の研修会。クラブ研修リーダー

講習が主。飯能は小さいクラブではないので

問題がないと感じました。１１月、神田（康）、吉田

（健）委員長、１月には大木パスト会長の卓話。

◎中里忠夫親睦活動委員長報告�

　８／２４第１回夜間例会：大松閣「踊りの世界」。

９／２２森和夫先生を偲ぶゴルフ会のお手伝い。

懇親会３４名参加。１０／１９第２回夜間例会：マロ

ウドイン「３０年前の飯能まつり」。１１／１１親睦ゴ

ルフ大会：飯能ＧＣ、２３名参加。３月、日高と合同

夜間例会。４月、日高と合同ゴルフ大会。６月は

秋田へ豪華な旅行をしたいと思います。

◎島田秀和職業奉仕委員報告（小谷野正弘委員長代理）

�　島田、矢島（高）委員と担当。４つのテストは

６回。担当例会は吉田（行）会員にお世話になり

ました。地区『我等のなりわい』原稿は中里（昌）、

吉田（行）会員、小谷野が提出。２月発刊。

◎土屋良一社会奉仕委員長報告�

　北田委員が退会し森健二氏が配属予定。９月、

石巻での支援活動（行田ＲＣ）、８月、私、１１月、福

島原発行動隊の卓話。１２月、第九演奏会チケット

を市役所を通じ被災者に贈呈。活動継続したい。

◎柏木正之環境保全委員長報告�

　はんのう市民環境会議（会長：木川会員）の

要請で２度程会議に参加。一般市民の参加は

無く、全員が自治会長。１０／３０まちなか清掃

活動。山王峠のような所に極端にゴミが多か

ったりする。今後も会議の動きに協力したい。

◎前島宏之新世代委員長報告�

　９月、野口健吉地区新世代部門委員長卓話。

６月から「中学生社会体験チャレンジ事業」。

◎中里昌平国際奉仕委員長報告�

　山岸委員と担当。駿河台大学留学生スピーチ

コンテスト。２月例会で優秀者スピーチ。国際大

会は中止。来年バンコク。５月、欧州ＭＵツアー。

◎高橋弘会員増強委員長報告�

　Ｘマス例会に森様。来年、ほぼ決まりそう

な方がおり、さらにもう１名と考えております。

◎細田吉春会員選考委員長報告�

　橋本委員と担当。暇で暇でどうしようもない。

後半忙しくなるようよろしくお願い致します。

◎山川荘太朗職業分類委員長報告�

　齋藤委員と門戸開けっぱなしで待っており

ます。よろしくお願い致します。

◎小久保勝弘会報・広報委員長報告�

　校正は小川、杉田委員にもＦＡＸするよう手配。

９月、校正のための編集会議を初開催。親しまれ

る会報作りに努めたい。公式訪問は飯能日高テ

レビ、文化新聞で広報。市長例会も広報する予定。

◎雨間保弘雑誌委員長報告�

　丸山、川口委員と担当。第３例会に『ロータ

リーの友』紹介。ＲＣを知って頂くため雑誌を

公民館等に寄付。７月、飯能ＲＣを紹介するため

「バナー自慢」欄にバナー手配（掲載は１年先）。

８月、半田前会長の手渡しの見舞金の功績が

紹介される。川柳に大崎、前島会員、雨間が応募。

地区大会、月信にて紹介。１２月号に加藤家の

紹介。「私の愛用品」「私の三ツ星グルメ」の投

稿にご協力を。

◎神田康夫ロータリー財団委員長報告�

　クラブ寄付は予定通り。個人寄付は新井景三、

平沼雅義会員。改めて御礼申し上げます。９月、

地区財団部門セミナー。１１月、担当卓話。

◎吉田健米山奨学委員長報告�

　大河原委員と担当。上半期分５５万円と、特別

寄付を吉島会長にして頂き、順調に行ってお

ります。後半もよろしくお願い致します。

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 平沼君、半田君

こころの中を見つめよう　博愛を広げるために

家 族 月 間
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◎柏木正之環境保全委員長報告�

　はんのう市民環境会議（会長：木川会員）の

要請で２度程会議に参加。一般市民の参加は

無く、全員が自治会長。１０／３０まちなか清掃

活動。山王峠のような所に極端にゴミが多か

ったりする。今後も会議の動きに協力したい。

◎前島宏之新世代委員長報告�

　９月、野口健吉地区新世代部門委員長卓話。

６月から「中学生社会体験チャレンジ事業」。

◎中里昌平国際奉仕委員長報告�

　山岸委員と担当。駿河台大学留学生スピーチ

コンテスト。２月例会で優秀者スピーチ。国際大

会は中止。来年バンコク。５月、欧州ＭＵツアー。

◎高橋弘会員増強委員長報告�

　Ｘマス例会に森様。来年、ほぼ決まりそう

な方がおり、さらにもう１名と考えております。

◎細田吉春会員選考委員長報告�

　橋本委員と担当。暇で暇でどうしようもない。

後半忙しくなるようよろしくお願い致します。

◎山川荘太朗職業分類委員長報告�

　齋藤委員と門戸開けっぱなしで待っており

ます。よろしくお願い致します。

◎小久保勝弘会報・広報委員長報告�

　校正は小川、杉田委員にもＦＡＸするよう手配。

９月、校正のための編集会議を初開催。親しまれ

る会報作りに努めたい。公式訪問は飯能日高テ

レビ、文化新聞で広報。市長例会も広報する予定。

◎雨間保弘雑誌委員長報告�

　丸山、川口委員と担当。第３例会に『ロータ

リーの友』紹介。ＲＣを知って頂くため雑誌を

公民館等に寄付。７月、飯能ＲＣを紹介するため

「バナー自慢」欄にバナー手配（掲載は１年先）。

８月、半田前会長の手渡しの見舞金の功績が

紹介される。川柳に大崎、前島会員、雨間が応募。

地区大会、月信にて紹介。１２月号に加藤家の

紹介。「私の愛用品」「私の三ツ星グルメ」の投

稿にご協力を。

◎神田康夫ロータリー財団委員長報告�

　クラブ寄付は予定通り。個人寄付は新井景三、

平沼雅義会員。改めて御礼申し上げます。９月、

地区財団部門セミナー。１１月、担当卓話。

◎吉田健米山奨学委員長報告�

　大河原委員と担当。上半期分５５万円と、特別

寄付を吉島会長にして頂き、順調に行ってお

ります。後半もよろしくお願い致します。

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 平沼君、半田君

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

例会場：マロウドイン飯能

曇

※次週の例会案内は省略。
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