
・点　鐘　吉島会長

・ソング　それでこそロータリー�

・ビジター （日高）奥田俊介会長�

　　　　　　    土肥紋子副会長  小峰政夫幹事

【会長報告】

　日高より三役様、大変

有難うございます。来週、

幹事と参ります。６／１６

川越プリンスで地区会長

幹事会。日高は会長・幹事、

飯能からは間邉幹事だけ

出席。私は４月の地区協、

６／６にも行けず大変残念

に思っております。

【幹事報告】

・会長幹事会には大勢の方が参加。立原ガバ

　ナーは在任中、父親が亡くなられ、その話の

　時には感極まっておられました。�

・年次報告は７／１８締切り。�

◎（日高）奥田俊介会長挨拶�

　１年間大変お世話にな

り有難うございました。

２年振りの合同例会、コ

ンペも良い思い出になり

ました。ロータリーにつ

いて石井先生も述べてお

られますが、立原ガバナー

は１年を通して５３クラブ

を回り「ロータリーはロマンだ」との答えを出

されました。ガバナーの「ロマン」が何たるか

は分かりませんが、私は常日頃、飯能クラブに

はロマンがある、それは、伝統と歴史に培われ

たクラブであるという事だと思っております。

お蔭様で来年５月に日高も３０周年式典を予定、

引き続きご指導ご鞭撻をお願い致します。

【委員会報告】

◎次年度幹事　　　　　　　　　　　島田君

　クラブ協議会日程を予定に入れて下さい。

変更の必要な方はお申し出を。各３分程度で

計画、抱負をお願いします。

◎親睦活動委員会　　　　　　　  中里（忠）君

　旅行写真２００枚程は既に配付しましたが、

誰に配っていいか分からないような４０数枚が

卓上にあります。何枚でもお持ち帰り下さい。

◎雑誌委員会　　　　　　　　　　　雨間君

『友』６月号。横組Ｐ１１「親睦とは？」１８人の

意見。Ｐ１８、４月に卓話を頂いた栗山氏（朝霞）

の対談。保存しておくと『友』は後で役に立つ、

等。Ｐ３３「私を変えた一冊」には気になる本が

紹介されています。縦組Ｐ７「この人、この仕事」

３頁にわたって中里（昌）会員が紹介されてい

ます。「『五十の手習い』で未来を切り開いた」。

この欄は一昨年９月に始まり、中里（昌）会員は

２０人目。吉島年度最後の紹介を当クラブ会員

の大きな記事で終われました事、川口委員、

丸山委員、私と、嬉しく思っております。

【出席報告】無断欠席なし　  増島出席委員長

【Ｍ　　Ｕ】
６／１６（ガバナー）間邉君

【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ�
・１年間大変お世話になりました。
　　　（日高）奥田会長、土肥副会長、小峰幹事�
・奥田会長、土肥副会長、小峰幹事、ようこそ。いつもお世話に
　なっております。本日は御来訪有難うございます。よろしく
　お願い致します。　　　中里（昌）君、和泉君、田辺君
　高橋君、吉島君、吉田（武）君、間邉君、土屋（崇）君�
・中里パスト会長、『ロータリーの友』に「この人、この仕事」が
　掲載されました。誠におめでとうございます。　  山岸君�
・早退　　　　　　　　　　　　　　大野君�
本日計１３，０００円、累計額１，１５４，６２５円。
◎２７日例会当番は雨間会員、馬場会員です。

� ＝クラブ協議会＝

　　　　　　　　　　　　　司会　吉島会長
◎吉島一良会長報告�
　第４８代会長を務めさせて頂きました。「奉仕の時」
をテーマに、職業奉仕では地区で『我等の生業』を刊行。
小谷野委員長、吉田（行）会員、中里（昌）パスト会長が寄稿。
全員に配付。社会奉仕では飯能に居られる被災者に会
い、年末の第九に招待。被災地へ行った行田ＲＣの卓話
を実施。広報は文化新聞、飯能日高テレビの協力を得ま
した。『ロータリーの友』に、昨年６月、半田直前会長が義
援金を被災地に持っていった記事、飯能のバナー、中里
（昌）パスト会長の記事が掲載。川柳の好きな新世代委員
長がＩＭで飯能の事業をまとめ、飯能日高テレビの協
力を得て立派なＣＤを作成。国際奉仕は駿河台大学留
学生スピーチコンテスト、入賞者卓話を実施。米山記念
奨学と協力し院生のリュウさん受入れ。財団では委員
長の努力でマルチプル・ポールハリス・フェローに新井
会員、ベネファクターに平沼会員。４月、ＧＳＥ５名と靖
和病院、国際医療センター等見学。ホームステイ受入
れは藤原、柏木会員。出席は毎週、雑誌は毎月、親睦活
動は誕生祝を毎月実施。親睦旅行は下見に行った２名
は参加出来ませんでしたが３８名の参加。大木パスト会
長の担当で品位を崩さずまとまりました。プログラム
は市内外から多くの方に来て頂き、会員卓話も実施。
環境保全は柏木委員長に市の会議に出て頂いた。増強
は１増２減。地区には半田パスト会長、山岸会員が出向。
木川パスト会長はディスカッション・リーダーに任命。
５０周年実行委員長に中里（昌）パスト会長が選任。あっ
と言う間の１年。理事の協力で無事終われそうです。
有難うございました。〔追加〕国際奉仕でイタリアＭＵ
ツアー。矢島（巌）団長。来年は新井委員長に期待。

◎吉田武明副会長報告�

　沈着冷静な会長幹事は物事を的確に進め、

副会長の出番は全然ありませんでした。次年

度はエレクトとして会長職を勉強させて頂き

たい。１年間有難うございました。

◎間邉元幸幹事報告�

　至らぬ点も多々あったと思いますが、委員長、

会員のご協力により務めさせて頂きました。

感謝の気持ちでいっぱいです。マロウドインの

スタッフ、事務局のお二人、有難うございました。

◎土屋 崇ＳＡＡ報告�

　ようやく慣れた頃に交代。もう半年位やって

も良いかなという気持ちでは居ます。何とか遅

刻せず１年出来た。私語を謹む、報告の事前届

出のお願いにご協力頂きスムースに例会が進

みました。ニコニコＢＯＸも予定額を大きく超

えました。１年間本当に有難うございました。

◎市川 昭会計報告�

　予算も予定通り執行。事務局のお二人にも

感謝。まだ１０日あるので立替えている領収書

は事務局まで。特に親睦活動委員さんは速や

かにお願いします。２年間とても楽しかったです。

◎平沼雅義クラブ奉仕委員長報告�

　新井委員と担当。新世代の前島委員長が地区

でも一生懸命やられ飯能の評判が良いところま

で行った。国際奉仕で新井委員と私が１０００＄

を納めました。個人的には、学校を造る資金と３

人の里子とを、クラブの面子が立つようやって

参りました。有難うございました。

◎増島宏徳出席委員長報告�

　田辺、吉田（行）委員と担当。出席は

ではなく　　　　　 「義務的」と申し上げ、無断

欠席「０」で推移。あと１回、ご協力お願いします。

私もあと１回で「出席報告、全出席」になります。

◎市川洋太郎プログラム委員長報告�

　石井、矢島（巌）、馬場委員と担当。「活力あるクラ

ブ」として、地元企業、会員主体に卓話。これも“訓

練”とお願いし快く受けて頂いた７名に感謝。「品

位あるクラブ」、国際感覚を付けるため『すぐに

役立つ英語』、中国語もやってみましたが１回で

は無理かなと思いました。「ガンバレ日本のＲＣ」

では、土屋（良）会員にご協力願い、大震災につい

て勉強しました。１年間誠に有難うございました。

◎大附富義ロータリー情報委員長報告�

　木川、半田委員と担当。委員長は「クラブ研修

リーダー」兼任、よく勉強するように地区から要

望。寄付がどのように使われているかについて、

財団：神田（康）委員長、米山奨学：吉田（健）委員長

の卓話。５０周年に向け、大木パスト会長よりク

ラブの歴史と思い出についての卓話。３年未満

の会員は地区で教育するとの事で省きました。

会報の石井先生のお話を読んで頂きたい。皆様

にご理解ご協力頂き１年過ごさせて頂きました。

◎中里忠夫親睦活動委員長報告�

　大木、服部、大野、吉澤、塩野、大崎、中山委員と

担当。新会員と古い会員の融和を図り、１つでも

多く記憶に残る親睦事業をと活動。良きご理解

を頂き何とか進める事が出来、委員一同代表し

篤く御礼申し上げます。品の良い「相談役」大木

パスト会長のお蔭で“ロータリーの十徳”の１つ、

顔に品が出て来たかなと思っております。

◎小谷野正弘職業奉仕委員長報告�

　島田、矢島（高）委員と担当。『我等の生業』には

吉田（行）、中里（昌）会員にご協力頂きました。私は

恥を晒した気もしましたが、家族の前ではなか

なか苦労話というのは出来ないもので、この冊

子により、家族の、私への目付きが少し変わって

来たようです。特に女房の目付きが大分変わり、

仕事への協力も一生懸命のような気がします。

親睦旅行で予算を使いましたが南部せんべいを

焼いた位が私の仕事だったのかなと思います。
※次週の例会案内は省略。
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立 原 雅 夫

当 番 安藤君、新井君
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欠席「０」で推移。あと１回、ご協力お願いします。

私もあと１回で「出席報告、全出席」になります。

◎市川洋太郎プログラム委員長報告�

　石井、矢島（巌）、馬場委員と担当。「活力あるクラ

ブ」として、地元企業、会員主体に卓話。これも“訓

練”とお願いし快く受けて頂いた７名に感謝。「品

位あるクラブ」、国際感覚を付けるため『すぐに

役立つ英語』、中国語もやってみましたが１回で

は無理かなと思いました。「ガンバレ日本のＲＣ」

では、土屋（良）会員にご協力願い、大震災につい

て勉強しました。１年間誠に有難うございました。

◎大附富義ロータリー情報委員長報告�

　木川、半田委員と担当。委員長は「クラブ研修

リーダー」兼任、よく勉強するように地区から要

望。寄付がどのように使われているかについて、

財団：神田（康）委員長、米山奨学：吉田（健）委員長

の卓話。５０周年に向け、大木パスト会長よりク

ラブの歴史と思い出についての卓話。３年未満

の会員は地区で教育するとの事で省きました。

会報の石井先生のお話を読んで頂きたい。皆様

にご理解ご協力頂き１年過ごさせて頂きました。

◎中里忠夫親睦活動委員長報告�

　大木、服部、大野、吉澤、塩野、大崎、中山委員と

担当。新会員と古い会員の融和を図り、１つでも

多く記憶に残る親睦事業をと活動。良きご理解

を頂き何とか進める事が出来、委員一同代表し

篤く御礼申し上げます。品の良い「相談役」大木

パスト会長のお蔭で“ロータリーの十徳”の１つ、

顔に品が出て来たかなと思っております。

◎小谷野正弘職業奉仕委員長報告�

　島田、矢島（高）委員と担当。『我等の生業』には

吉田（行）、中里（昌）会員にご協力頂きました。私は

恥を晒した気もしましたが、家族の前ではなか

なか苦労話というのは出来ないもので、この冊

子により、家族の、私への目付きが少し変わって

来たようです。特に女房の目付きが大分変わり、

仕事への協力も一生懸命のような気がします。

親睦旅行で予算を使いましたが南部せんべいを

焼いた位が私の仕事だったのかなと思います。
※次週の例会案内は省略。

カルヤン・バネルジー

立 原 雅 夫

当 番 安藤君、新井君

こころの中を見つめよう　博愛を広げるために

ロータリー親睦活動月間

＋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

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
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