
・点　鐘　吉島会長

・ソング　我等のなりわい�

・卓　話　沢辺瀞壱様�

【会長報告】

　先週の例会後、パスト会長会議を開催。５０

周年委員会メンバーの選出は最終的に私に任

せて頂く事に、また、ガバナー補佐推薦は見送

りとなりました。１９９６年に決まったディスト

リクト・リーダーシップ・プランにより２０００年

７月から当地区も「ガバナー補佐」を設け１２年

間で飯能からは２名、０３年に吉田（健）会員、

０８年に中里（昌）会員が務められました。第３

グループ内には未だ「補佐」の出ていないクラ

ブが５つあり、地区には公平性を求める声も

ある。飯能は５０周年もあるため今回は見送り

ます。“アシスタント・ガバナー”の条件は「３

年以上のＲＣ歴、会長歴、相応しさ」ですが、義

務として１３クラブに最低でも年４回行かなけ

ればならず（当初の担当は前「分区代理」と同

様４～８クラブだった）、ハードルが高く、仕

事のある方ではなかなか出来ないイメージが

あるかと思います。

【幹事報告】

・飯能市友好都市交流委員会より写真集

 『東日本大震災～高萩市の記録～絆』�

・農林課より第６回森林文化講演会

　２／１１（土）１３：１５市役所別館２Ｆ�

・市民会館より第１３回中学校音楽フェスティ

　バル２／１１（土）１３：３０市民会館大ホール�

・週報：所沢ＲＣ�

◎ロータリー財団ベネファクター感謝状贈呈�

　平沼雅義会員へ吉島会長より（拍手）

【委員会報告】

◎雑誌委員会　　　　　　　　　　　丸山君

「友」１月号紹介。横組Ｐ６～１１「戻ってき

たカムリーバンク」にＰ・ハリス来日時のお土

産「石灯籠」の写真（０５年に買い戻され再び設

置）。Ｐ１５「ロータリーって何をしているの？」

知っている人は日本では２１．５％。Ｐ４０「日本

ロータリー写真館」過去の貴重な写真が掲載。

Ｐ４６「地区別一覧表」当地区は５３クラブ、

１７７０名、出席率８３．６％…高くはない。縦組

Ｐ１７「友愛の広場」『これでいいのか日本の

地震予知』が参考になりました。Ｐ１１「卓話

の泉」『放射能の基礎知識』。「ガバナー月信」

に大崎会員の川柳が掲載されています。

◎和泉会員より�

　１／２３（月）７：４５～８：００の４分間、ＮＨＫ「お

はよう日本」で「（株）マルナカ」さんが紹介され

ます。ケーブルテレビでは２４日からその模

様を報道します。

【出席報告】無断欠席・ＭＵなし

　　　　　　　　　　　　　増島出席委員長

【結婚・誕生日祝】　　　  大崎親睦活動委員

◇入会記念日おめでとう�

　木川君、間邉君、服部君

◇結婚記念日おめでとう�

　高橋君、大河原君、吉田（健）君

◇会員誕生日おめでとう�

　１山川君、間邉君、１２吉島君、１３加藤君

　１６島田君

◇夫人誕生日おめでとう�

　１吉田（武）夫人、３石井夫人、１２加藤夫人

　２０半田夫人、２２山岸夫人、２６小久保夫人

　２９大崎夫人

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・沢辺市長さん、ようこそ。本日は卓話有難

　うございます。よろしくお願い致します。�

　　　 中里（昌）君、細田（伴）君、半田君

　　　 田辺君、小崎君、山岸君、吉島君

　　　 安藤君、間邉君、土屋（崇）君、山川君

・誕生祝、有難うございます。

　　　　　吉島君、山川君、間邉君、加藤君�

・入会１６年です。今後共よろしくお願いし

　ます。　　　　　　　　　　　　　間邉君�

・結婚祝、有難うございます。

　　　　　　　　　　　　大河原君、高橋君�

・妻の誕生祝、有難うございます。

　　　　加藤君、半田君、小久保君、大崎君�

・スカイツリー制服製織現場が実況中継され

　ることになりました。　　　　  中里（昌）君�

・遅刻　　　　　　　　　　　　　　大野君�

・早退　　　　　　　　　　　　  矢島（高）君�

本日計４８，０００円、累計額７１２，１１２円。

◎２５日例会当番は加藤会員、神田（康）会員です。

�

【卓　　話】

講師紹介　　　　　　　　　  土屋（崇）ＳＡＡ

　元ＲＣ会員。市議１期、県議３期、飯能市長

として現在３期目です。

　昨年は飯能ＲＣより、福島から飯能に避難

されている方お一人お一人に義援金３万円を

贈られ、お話をして頂き大変感謝されました。

現在も２１世帯４８人が居られます。市営住宅

に９世帯、市では臨時職員も採用しています。

暮れには第九へのご招待も有難うございまし

た。「おめでとう飯能」に

は１名が参加して下さい

ました。今後共、出来る

事を温かい気持ちでやっ

てあげたい。心のケア、

励ましが大事だと思いま

す。御礼申し上げます。

市として、日赤４３００万円、

高萩市６５０万円、共同募

金３４０万円の義援金を送りました。高萩市

内は壊滅的で、現在も水道・建築・土木の市職

員を長期派遣しています。

「新図書館」についてお話します。

　２３、２４年度の工事費総額は１１億８０００万円。

杉の丸太を２６本使った新しい構造です。蔵

書は３０万冊（現在２０万冊）、明るい雰囲気

で読んでもらいたいと思います。通りから建

物を見るだけでも名所となるような形とした

い。太陽光発電、ガス冷暖房完備。「生涯学

習の拠点」「知的向上」が運営の主目的で、「入

館者数」は狙いません。多少お高いところが

あっても良いのではないか。たとえ人数は少

なくてもレベルの高い文学講座を長く続けて

いく、等。「文学と絵画」「文学と音楽」は密

接な関係があり、市民会館、郷土館、小学校

も近いので、一帯を市の「文化ゾーン」とした

い。そのためには“戦力”としてのボランティ

アに更にご協力を頂き、市民との繋がりの中

での図書館運営を心掛けたい（共働の推進）。

「森林文化についての関連資料や図書は飯能

に行けば揃っている」というふうに出来れば

良いと思っています。また、生活、子育て、

医療、学校、法律等、市民のニーズに応えて

情報を紹介出来る図書館を目指したい。エコ

ツアーの出発地点等、従来の図書館の仕事を

超えて観光等とも一体になった運営が出来れ

ばと考えているところ。Ｈ２５年７月頃開館

の予定。“文化の香りのするまち”は一つの誇

りとなるのでそのように心掛けたい。イタリ

アでは戦後、食べ物が無い中で国立劇場を改修。

人間はパンだけではなく文化も無ければ生活

出来ないという話を聞いた事があります。

　市民会館もここで、１０億円掛けた改修が

ほぼ終わります。

　他に、西武線沿線サミット、安心安全のた

めの農のすすめ、国際興業撤退後の交通政策、

放射能対策チーム設置等、“積極姿勢が市民の

安心を生む”との行政の鉄則に従って行いたい。

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 和泉君、市川（昭）君

こころの中を見つめよう　博愛を広げるために

ロータリー理解推進月間

＋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

晴

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％ 法定休日による例会
取消のため修正なし

沢 辺 瀞 壱 様飯能市長

第２４７６　例会
２月１日（１、水）
当番　木川君、小崎君

卓話「環境としての山林問題」
飯能ＲＣ 柏木正之会員

【四つのテスト】

年 頭 の ご 挨 拶
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