
・点　鐘　吉島会長

・ソング　手に手つないで�

・米山記念奨学生　リュウ・ユウヒさん�

◎会長より奨学金授与�およびリュウさん挨拶�

　駿河台大学大学院心理学研究科法心理学専

攻。奨学金を頂いてからアルバイトも辞め学

業に専念。先月、犯罪心理学の先生と府中刑

務所八王子を見学。中国の刑務所には行った

事がなく比較出来ないが、驚く程きれいだった。

刑務所とは罪を償う事よりも更生を目的に設

けられた場所。受刑者は意外に快適に暮らす

事が出来ると思う。犯した罪を反省し、立ち

直って社会復帰する、理想的な場所だと思う。

【会長報告】

　昨日、日高の最後の例会に出席。４月まで「＋」

だったが「－」になってしまったようです。１８

時半からはヘリテイジで５０周年選考委員会。

皆で楽しく、飯能流でやって行く事を決めま

した。安藤エレクト、次年度よろしくお願い

致します。駿河台大学からは昨年、米山に３名

が応募。前年からシュウさんが採用、最後の選

考に２名残り、立原ガバナーには「是非、飯能で」

と強く要望。「お前の言う事なら何でも聞くよ」

と、あいまいな返事でしたが、私の１つの目的

だった奨学生受け入れが無事実現出来た。５０

周年の時も受け入れ出来ればと思っています。

　【幹事報告】

・７月ロータリーレート　１＄＝８０円�

・反省会を兼ねた懇親会、出欠席は７／４まで。

�【委員会報告】

◎５０周年記念実行委員会　　　　中里（昌）君

　実行委員長を仰せつかり、早速、準備委員会。

記念事業の役員は顧問：橋本会員、副実行委員長：

石井、矢島（巌）、吉島会員に決定。「５０周年は今ま

での周年事業とは違う」等、プレッシャーも掛

けられ、他所のクラブに負けない周年事業を

行いたい。総員参加、役割分担等、お願いしたい。

【出席報告】無断欠席なし　　増島出席委員長

　お蔭をもちまして「無断欠席０」で１年経過。
事務局・西川さん、西脇さんのお蔭で「出席報告」
も無事終える事が出来ました。�

【Ｍ　　Ｕ】
６／２６（日高）吉島君、間邉君

【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ�
・一年間、吉島会長、間邉幹事、吉田副会長、土屋ＳＡＡ
　始め、皆様ご苦労様でした。　　  安藤君、山川君�
・本日をもって年度末の最終例会となりました。
　一年間お世話様でした。
　　吉島君、吉田（武）君、間邉君、土屋（崇）君�
・川口さん、旅行の写真を沢山有難うございました。大木君�
・吉島年度の最終例会、欠席で申し訳ありません。神田（敬）君�
・早退　　　　　　　　　　半田君、大野君�
本日計１０，０００円、累計額１，１６４，６２５円。

◎４日例会当番は藤原会員、細田（伴）会員です。

＝クラブ協議会＝
　　　　　　　　　　　　　  司会　吉島会長
◎安藤泰雄会長エレクト報告�

　エレクトの立場は１年間勉強する時期。吉島会長始

め皆様の下、「諸先輩はこういうふうに考え、こうやる

のだ」との思いで様々な活動に参加させて頂いた。一方、

昨年秋頃から予定者としての活動も開始。ロータリー

の友情、魅力を色々な場面で感じながら、思い出多い１

年を過ごせた。引き続き温かいご指導をお願いしたい。

◎土屋良一社会奉仕委員長報告�

　北田委員退会後、森委員と担当。東日本大震災の被災

者支援を掲げ、９／１４行田ＲＣ前年度災害支援委員長と

前年度会長から石巻市での瓦礫撤去等の活動について

中身のある感動的な卓話を伺った。プログラム委員会

でも関連の卓話（私の「大震災と法」、山田氏、服部会員）。

１２／１８被災者を第九演奏会へ招待。当初より、震災へ

の関心が薄く瓦礫処理や子どもの入園を断ったり修学

旅行が減ったりと差別感情が出ている気がする。何ら

かの形で支援は継続していかなければならないと思う。

◎小崎裕之環境保全委員報告�

　柏木正之委員長と担当。「森林文化都市」の存在感を

高めるため、環境・景観・自然の保全にＲＣとして如何に

貢献していくか、を中心に推進。「落ちているゴミが自

然と片付く」市民意識の向上、啓蒙を心掛けた。１）はん

のう市民環境会議に積極参加〈木川会長、Ｈ１５年設立。

８年前に飯能ＲＣも入会〉。飯能の茶、米も放射能汚染の

影響下にあり底知れない恐ろしさを痛感。２）柏木委員

長卓話「環境としての山林問題」。３）飯能新緑ツーデー

マーチ参加。環境緑水課にゴミ袋寄贈（継続的事業）。

◎前島宏之新世代委員長報告�

　藤原委員と活動。９／４東松山・国立女性教育会館、新

世代部門セミナー参加。９／７野口地区委員長（東松山

むさし）卓話。１２／４東松山・紫雲閣、ライラデーに会長

幹事と参加。「日本に来て感じたこと」をテーマに奨学

生５人が講演。個人としては２／１９狭山・東武サロン、

ＩＭに参加、社会奉仕活動のプレゼンテーションを行う。

他所はパワーポイントだったが、当クラブは和泉会員（飯

能日高テレビ）の絶大なご協力によりＤＶＤで発表。画

期的と大変好評を頂いた。

◎中里昌平国際奉仕委員長報告�

　山岸委員と担当。定着した支援は駿河台大学留学生

に対するもの。１２月、留学生スピーチコンテストに審

査員として出席。２月、例会で入賞者３名のスピーチ。

短時間での語学力、日本の文化・習慣への洞察力にはい

つも感心させられる。国際大会参加は２年流れ、今年の

バンコクは水害。行けなかった欧州にと、先日の山岸委

員の報告通り、イタリアへ。世界一の毛織物の産地・プラ

トーのＭＵでは大変な歓迎を受け、国際組織であるＲＣ

の友情、友好の証しを改めて感じた。国際大会に限らず、

海外でのＭＵを体験すると、ＲＣバッジ１つで歓待され

るというのは他には無い団体ではないか。海外ＭＵを

体験する事で国際交流、知識を身につけて行きたい。

◎高橋 弘 会員増強委員長報告�

　細田（伴）、和泉、神田（敬）委員と構成。当初、社会奉仕に

参加出来る幸せに思いを致せば純増１は容易と考えた

が、震災による経済的ダメージが結構あった。それでも

２名から入会の承諾を個人的には頂いたが、波風が立

つような選考は避ける方針だったため、２名とも競合

する事が分かり、今回は選考委員会への申し送りを控

えた。流れとしては非常に良い。次年度、純増２を期待。

◎細田吉春会員選考委員会報告�

　森、橋本委員と、高齢者が張り切って３人で頑張ろう

と始めたが、大変ハードな委員会で森委員が途中で亡

くなってしまった。増強に協力するよう頑張ったが、森

健二会員に入って頂いたという事。慎重に審査させて

頂いた。東日本大震災、景気が悪いという事で大変だっ

たと思う。来年私は増強。一生懸命増やして行きたい。

◎山川荘太朗職業分類委員長報告

　齋藤委員と担当。最初のクラブ協議会で「誰でも入れ

るロータリー」と言ったところ、細田（吉）委員長から「厳

しい審査をするから」とお叱りを受けた。５１名以上の

場合、「同一職業分類に属する正会員がクラブ正会員の

１０％より多くならない限り」選出出来るという規定。

その点でも、増強・選考委員会と協力しながら１年間過

ごさせて頂いた。優秀な方が入会されて良かったと思う。

◎小久保勝弘会報・広報委員長報告�

　小川、杉田委員と担当。例会毎に写真を撮れば良いの

かなと思っていたがそうでもなかった。会報について

は読み易い紙面作りをし、毎回送られる校正用ＦＡＸに

目を通して正確な記録を伝えるよう努めた。今まで無

かったという「校正委員会」を年２回程してみた。３人で

仲良くお酒を頂きながら和気藹々過ごさせて頂いた。

広報は、メンバーの文化新聞社、飯能日高テレビのお蔭

で、公式訪問、市長の新年卓話等、報道して頂く。広報セ

ミナーは、７月・女性教育会館、１月・紫雲閣に会長と参加。

担当例会は７／１１野口勲氏「タネが危ない」の卓話。

◎雨間保弘雑誌委員長報告�

　基本計画「１）『ロータリーの友』紹介、２）雑誌月間の

卓話、３）公共機関への『友』寄贈」を、毎月、役割分担し、

川口、丸山委員と３人で行う事が出来た。『友』等への投

稿は多くの人にご協力頂き、結果、『友』８月号「手渡し

のお見舞金（半田直前会長）」和泉会員記、１２月号「私の

家族」加藤会員記、『ガバナー月信』「川柳」大崎、前島会員、

私、『友』４月号、駿河台大学「日本語スピーチコンテスト」

市川（洋）会員記、５月号、飯能の２代目ガバナー、６月号「こ

の人、この仕事」に中里（昌）会員が紹介された。川口委員

の投稿「飯能新緑ツーデーマーチ」は現在審査中。皆様

の協力に感謝、御礼申し上げる。

◎神田康夫ロータリー財団委員長報告�

　加藤委員と担当。財団の合言葉は「世界で良いことを

しよう」。飯能クラブで良いことをした２人の代表：

新井会員よりマルチプル・ポールハリス・フェロー、

平沼会員よりベネファクター、１０００＄ずつご寄付頂く。

クラブ寄付合計は１０２５０＄（内訳：年次寄付６５００＄、

使途指定寄付１６５０＄、恒久寄付２１００＄）。大附Ｒ情

報委員長の協力で、例会で財団の勉強会を開催。財団の

地区行事等に参加。ご協力に心から感謝申し上げる。

◎吉田 健 米山記念奨学委員長報告�

　去年から「記念」が入った。大河原委員と担当。地区か

らの要請で１人１７０円上乗せ、年間２万円を協力。奨

学生１名、会長より花を添えて頂いた。昨年は大震災等

で厳しい年だったが、米山記念奨学は日本だけで独自

にやっている非常に誇らしい委員会だと思う。１年間、

希望通りの満額をやれた。ご協力有難うございました。

◎バッジの交換（拍手）

※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 雨間君、馬場君

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

晴

飯能ロータリークラブ会報

石原橋下の釣人
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◎中里昌平国際奉仕委員長報告�

　山岸委員と担当。定着した支援は駿河台大学留学生

に対するもの。１２月、留学生スピーチコンテストに審

査員として出席。２月、例会で入賞者３名のスピーチ。

短時間での語学力、日本の文化・習慣への洞察力にはい

つも感心させられる。国際大会参加は２年流れ、今年の

バンコクは水害。行けなかった欧州にと、先日の山岸委

員の報告通り、イタリアへ。世界一の毛織物の産地・プラ

トーのＭＵでは大変な歓迎を受け、国際組織であるＲＣ

の友情、友好の証しを改めて感じた。国際大会に限らず、

海外でのＭＵを体験すると、ＲＣバッジ１つで歓待され

るというのは他には無い団体ではないか。海外ＭＵを

体験する事で国際交流、知識を身につけて行きたい。

◎高橋 弘 会員増強委員長報告�

　細田（伴）、和泉、神田（敬）委員と構成。当初、社会奉仕に

参加出来る幸せに思いを致せば純増１は容易と考えた

が、震災による経済的ダメージが結構あった。それでも

２名から入会の承諾を個人的には頂いたが、波風が立

つような選考は避ける方針だったため、２名とも競合

する事が分かり、今回は選考委員会への申し送りを控

えた。流れとしては非常に良い。次年度、純増２を期待。

◎細田吉春会員選考委員会報告�

　森、橋本委員と、高齢者が張り切って３人で頑張ろう

と始めたが、大変ハードな委員会で森委員が途中で亡

くなってしまった。増強に協力するよう頑張ったが、森

健二会員に入って頂いたという事。慎重に審査させて

頂いた。東日本大震災、景気が悪いという事で大変だっ

たと思う。来年私は増強。一生懸命増やして行きたい。

◎山川荘太朗職業分類委員長報告

　齋藤委員と担当。最初のクラブ協議会で「誰でも入れ

るロータリー」と言ったところ、細田（吉）委員長から「厳

しい審査をするから」とお叱りを受けた。５１名以上の

場合、「同一職業分類に属する正会員がクラブ正会員の

１０％より多くならない限り」選出出来るという規定。

その点でも、増強・選考委員会と協力しながら１年間過

ごさせて頂いた。優秀な方が入会されて良かったと思う。

◎小久保勝弘会報・広報委員長報告�

　小川、杉田委員と担当。例会毎に写真を撮れば良いの

かなと思っていたがそうでもなかった。会報について

は読み易い紙面作りをし、毎回送られる校正用ＦＡＸに

目を通して正確な記録を伝えるよう努めた。今まで無

かったという「校正委員会」を年２回程してみた。３人で

仲良くお酒を頂きながら和気藹々過ごさせて頂いた。

広報は、メンバーの文化新聞社、飯能日高テレビのお蔭

で、公式訪問、市長の新年卓話等、報道して頂く。広報セ

ミナーは、７月・女性教育会館、１月・紫雲閣に会長と参加。

担当例会は７／１１野口勲氏「タネが危ない」の卓話。

◎雨間保弘雑誌委員長報告�

　基本計画「１）『ロータリーの友』紹介、２）雑誌月間の

卓話、３）公共機関への『友』寄贈」を、毎月、役割分担し、

川口、丸山委員と３人で行う事が出来た。『友』等への投

稿は多くの人にご協力頂き、結果、『友』８月号「手渡し

のお見舞金（半田直前会長）」和泉会員記、１２月号「私の

家族」加藤会員記、『ガバナー月信』「川柳」大崎、前島会員、

私、『友』４月号、駿河台大学「日本語スピーチコンテスト」

市川（洋）会員記、５月号、飯能の２代目ガバナー、６月号「こ

の人、この仕事」に中里（昌）会員が紹介された。川口委員

の投稿「飯能新緑ツーデーマーチ」は現在審査中。皆様

の協力に感謝、御礼申し上げる。

◎神田康夫ロータリー財団委員長報告�

　加藤委員と担当。財団の合言葉は「世界で良いことを

しよう」。飯能クラブで良いことをした２人の代表：

新井会員よりマルチプル・ポールハリス・フェロー、

平沼会員よりベネファクター、１０００＄ずつご寄付頂く。

クラブ寄付合計は１０２５０＄（内訳：年次寄付６５００＄、

使途指定寄付１６５０＄、恒久寄付２１００＄）。大附Ｒ情

報委員長の協力で、例会で財団の勉強会を開催。財団の

地区行事等に参加。ご協力に心から感謝申し上げる。

◎吉田 健 米山記念奨学委員長報告�

　去年から「記念」が入った。大河原委員と担当。地区か

らの要請で１人１７０円上乗せ、年間２万円を協力。奨

学生１名、会長より花を添えて頂いた。昨年は大震災等

で厳しい年だったが、米山記念奨学は日本だけで独自

にやっている非常に誇らしい委員会だと思う。１年間、

希望通りの満額をやれた。ご協力有難うございました。

◎バッジの交換（拍手）

※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 雨間君、馬場君

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

晴

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％


