
・点　鐘　安藤会長

・ソング　君が代　奉仕の理想�

・四つのテスト斉唱　大木職業奉仕委員長�

・ビジター（日高）引間　豊会長�

　　　　　　　　　清水佳代子幹事

【会長報告】

　本日より第４９期が開始。

皆様のご指導を頂き１年

間会長を務めさせて頂く

事になりました。よろし

くお願い申し上げます。

日高より会長幹事、お忙

しい中有難うございます。

４８期役員の皆様、大変お

疲れになられた事と思い

ます。スタートにあたり、吉田（武）エレクト、山川

副会長、島田幹事、小川ＳＡＡ始め、委員長、会

員皆様には準備段階から様々な形でお世話に

なった事、御礼申し上げたい。本日所沢で第３

回会長幹事会。公式訪問等の詳細が決まると

思いますので次回お話申し上げます。クラブ

協議会では役員、委員長に４９期の方針・抱負

を述べて頂き、皆様と共に楽しいロータリー

ライフを過ごせるよう頑張りたいと思います。

【幹事報告】

・第２回役員会。前回議事録確認。８月プログ

　ラム承認。補佐訪問は通常時間ですが、会長

　幹事、エレクト、副会長は１１時半より懇談。

　当日、役員会は夜間に変更。�

・８／８ガバナー飯能着は１１時頃。１１：１０より

　会長幹事、エレクト、副会長との懇談。１１：４５

　より３年未満の会員との懇談。中山・森・大崎・

　塩野・川口会員は１１時半まで、会員は１２：１５

　までに集合。制服着用。�

・米山記念奨学生カウンセラーは市川（洋）委

　員長で正式に承認。�

・７／１８「２５００例会」は

　ノンアルコールで乾杯、

　記念品を作っています。

�・国際交流協会、観光協会、

　各１万円、例年通り承認。

�・会員にご不幸があった

　場合、直ぐ会長幹事に

　ご報告頂きたい。土日

　は事務局に入れないた

　め、私が文書を作成、各委員長にＦＡＸします。

　委員長から委員へ連絡を徹底して頂きたい。
�◎例会変更のお知らせ�
◇新所沢ＲＣ�
・７／１７（火）  移動例会�
・７／３１（火）  移動例会�
・８／１４（火）  例会取消（定款６―１―Ｃ）�
・８／２８（火）  移動例会�
・９／７  （火）  ガバナー補佐訪問�
・９／１１（火）  ガバナー公式訪問�
・９／１８（火）  移動例会�
◇所沢ＲＣ�
・７／２４（火）  移動例会 セレス所沢�
・７／３１（火）  移動例会 セレス所沢 ガバナー補佐訪問
・８／７  （火）  移動例会 セレス所沢� ガバナー公式訪問
・８／１４（火）  例会取消（定款６）�
・８／２８（火）  企業見学・納涼会８／２７に振替�

◎（日高）引間  豊会長 挨拶�

　平素より親クラブとして温かく見守って頂

き感謝申し上げます。日高

は今年１名退会、現２５名。

丸７年の私が会長です。

本年、創立３０周年事業、日

高で生まれ製茶機械を発

明した高林謙三翁の銅像

建立事業を計画。その節

はご指導ご協力頂きたい。

また、「日高ロータリーソ

ング」を作りました。僭越ながらお聴きください。

【委員会報告】

◎ロータリー財団委員会　　　　　　田辺君

　山岸敬司会員よりポールハリス・フェロー

の寄付が早速ございました。（拍手）

【出席報告】無断欠席なし   中里（忠）出席委員長

【Ｍ　　Ｕ】

６／３０（地区）半田君

【ＳＡＡ報告】
・日高ＲＣ引間会長さん、清水幹事さん、よう
　こそ。１年間よろしくお願い致します。
　　  安藤君、吉田（武）君、山川君、島田君、小川君
　 矢島（巌）君、中里（昌）君、高橋君、和泉君、田辺君
　 大木君、細田（伴）君、吉島君、間邉君、中里（忠）君
・本日はお世話になります。１年間よろしくお願
　い致します。    （日高）引間会長様、清水幹事様�
・１年間よろしくお願い致します。
　  安藤君、吉田（武）君、山川君、島田君、小川君�
・安藤会長を始めとする本年度の役員さんご
　苦労様です。　　　　　　　　  矢島（巌）君�
・安藤会長・島田幹事・小川ＳＡＡ、１年間よ
　ろしくお願いします。　　　　  中里（昌）君�
・早退　　　　　　　　　　　　　　馬場君�
本日計１７，０００円、累計額１７，０００円。
◎１１日例会当番は橋本会員、平沼会員です。

�
＝クラブ協議会＝

　　　　　　　　　　　　　　　　　司会　安藤会長
◎安藤泰雄会長報告�
「年度計画書」も出来、何とか準備を整え本日スタート。
歴代会長は会長席で泰然と食事をされ、報告をされ、内
心“特別な弁当”なのではと思っていましたが皆さんと
同じでした。伝統あるクラブが発展し地域社会からよ
り必要とされるクラブにと願い頑張りたい。「奉仕出来
る喜び  輝こう 永遠に」「穏やかに 和やかに 爽やかに」
を運営テーマに、５０周年に向け楽しくロータリーラ
イフを過ごしたい。１年間よろしくお願い申し上げます。
◎山川荘太朗副会長報告�
　伝統ある飯能クラブ。長い間、先輩達が培って来られ
た中で今日も例会が出来るのは有難い事だなと感謝し
ております。細則に記載されている「副会長」の役目を
守り、安藤会長のご指導の下、頑張りたい。ロータリー
についても一生懸命勉強させて頂く所存です。
◎島田秀和幹事報告�
　本日までいろんな方に指導頂きながら夢中で取り組
んで参りました。会長より「幹事に全て任せるから」と
言われているのですが「どこまでやって良いのか」「や
らなければいけないのか」が未だ見えていない部分も。
会長とタッグを組み、良いバランスで、クラブのため重

責を果たしたい。Ｈ７年入会、本年１７年目。その間、ＭＵ
１０か所位、地区会議等、外に出ると飯能の良さが感じ
られる。他からも言われるが、重みのあるすごいクラブ。
若い方と年配の方では４６才も差がある。「飯能らしさ」
の良い部分を５０周年に向け伝達する事も重要。それ
を一番に頭に置き、会長と共に幹事職を全うしたい。
◎森  健二会計報告�
　入ったばかりの重職。一生懸命やりたいと思います。
本年度予算は２１９５万円。会計は「真実かどうか」が一
番重要で、皆様方は全員「真実の人」。こんな楽な会計
は無いのかなと思っています。事務局も、会員の皆様
もしっかりしている。私もそれにくっ付いてしっかり
しなくてはいけないのかなと思います。
◎小川晃男ＳＡＡ報告�
　去年は欠席５、６回。遅刻が１０回前後。遅刻常習犯の
小川が「ＳＡＡ」とは、「心を入れ替えなさい」との会長の
ご判断だと思い有難くお役目を拝命。以来「どうしたら
遅刻・欠席しないで済むか」考えて参りましたが、気合
さえあれば大丈夫だという結論に至りました。万が一
を考え、小谷野副ＳＡＡと連絡をとりつつ進行に不備
の無いよう心掛けていくつもりです。ついでに「ＳＡＡ」
だけ何で横文字なのか？　Ｓｅｒｇｅａｎｔ　ａｔ　Ａｒｍｓ
昔、偉い人が集まる所では武装した方が会場を監督し
た流れ。「オレもひとつ、サーベルの一丁でも」と思った
のですが、会長より「和やかに」のお言葉もございました。
会長の思いが出来るだけ皆様に伝わるようにという事
を私の任務と心得、やって行くつもりです。皆様のご協
力が無ければ良い会が運営出来ないと思っております。
ご協力頂ける事、心よりお願い申し上げます。
◎吉田行男会員増強委員長報告�
　細田（吉）、神田（康）、小谷野委員と担当。会長から「是非
仲間を増やして欲しい」との事。出来るだけ良い仲間を
増やす事を念頭に、特に亡くなられた会員の息子さん等、
ロータリーを分かって下さる方は一生懸命勧誘して参
りたい。皆様からのご紹介があればすぐ動きます。目標
３名以上。ご協力の程よろしくお願い致したい。
◎吉田  健会員選考委員長報告�
　中里（昌）委員と担当。“今の経済状況では若い現役の
社長さん方には入って頂けないのが現実”という話も
日高の方より聞きました。飯能は予算面でも地区予算
（５０００万円強）の半分に近い額。魅力あるロータリー
で、ゆとりもあり退会者も他と比べ少ない。６０名居れ
ばクラブも活性化。「入りたい人より入って頂きたい人」
を選んで頂き、増強が完成するようやって行きたい。
◎増島宏徳職業分類委員長報告�
　石井委員と担当。「職業分類」がロータリーの原則。
０１年からは１業種５名、６０名なら６名までＯＫとい
う事です。「計画書」Ｐ３９分類表を見ると、未充填も多
いがバランスの良い会員構成。３人と言わず６名入れ
て頂いて、分類の仕事をさせて頂きたいと思います。

※次週の例会案内は省略。

当 番 藤原君、細田（伴）君
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を一番に頭に置き、会長と共に幹事職を全うしたい。
◎森  健二会計報告�
　入ったばかりの重職。一生懸命やりたいと思います。
本年度予算は２１９５万円。会計は「真実かどうか」が一
番重要で、皆様方は全員「真実の人」。こんな楽な会計
は無いのかなと思っています。事務局も、会員の皆様
もしっかりしている。私もそれにくっ付いてしっかり
しなくてはいけないのかなと思います。
◎小川晃男ＳＡＡ報告�
　去年は欠席５、６回。遅刻が１０回前後。遅刻常習犯の
小川が「ＳＡＡ」とは、「心を入れ替えなさい」との会長の
ご判断だと思い有難くお役目を拝命。以来「どうしたら
遅刻・欠席しないで済むか」考えて参りましたが、気合
さえあれば大丈夫だという結論に至りました。万が一
を考え、小谷野副ＳＡＡと連絡をとりつつ進行に不備
の無いよう心掛けていくつもりです。ついでに「ＳＡＡ」
だけ何で横文字なのか？　Ｓｅｒｇｅａｎｔ　ａｔ　Ａｒｍｓ
昔、偉い人が集まる所では武装した方が会場を監督し
た流れ。「オレもひとつ、サーベルの一丁でも」と思った
のですが、会長より「和やかに」のお言葉もございました。
会長の思いが出来るだけ皆様に伝わるようにという事
を私の任務と心得、やって行くつもりです。皆様のご協
力が無ければ良い会が運営出来ないと思っております。
ご協力頂ける事、心よりお願い申し上げます。
◎吉田行男会員増強委員長報告�
　細田（吉）、神田（康）、小谷野委員と担当。会長から「是非
仲間を増やして欲しい」との事。出来るだけ良い仲間を
増やす事を念頭に、特に亡くなられた会員の息子さん等、
ロータリーを分かって下さる方は一生懸命勧誘して参
りたい。皆様からのご紹介があればすぐ動きます。目標
３名以上。ご協力の程よろしくお願い致したい。
◎吉田  健会員選考委員長報告�
　中里（昌）委員と担当。“今の経済状況では若い現役の
社長さん方には入って頂けないのが現実”という話も
日高の方より聞きました。飯能は予算面でも地区予算
（５０００万円強）の半分に近い額。魅力あるロータリー
で、ゆとりもあり退会者も他と比べ少ない。６０名居れ
ばクラブも活性化。「入りたい人より入って頂きたい人」
を選んで頂き、増強が完成するようやって行きたい。
◎増島宏徳職業分類委員長報告�
　石井委員と担当。「職業分類」がロータリーの原則。
０１年からは１業種５名、６０名なら６名までＯＫとい
う事です。「計画書」Ｐ３９分類表を見ると、未充填も多
いがバランスの良い会員構成。３人と言わず６名入れ
て頂いて、分類の仕事をさせて頂きたいと思います。

※次週の例会案内は省略。

当 番 藤原君、細田（伴）君

“ 奉仕を通じて平和を ”

ロータリー親睦活動月間

重 点 課 題 は 奉 仕 の 追 求

安 藤 泰 雄 今年度  会報・広報担当：島 田 秀 和

前島宏之雨間保弘 細田 伴次郎

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

鈴 木 秀 憲

田 中 作 次 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％

平成２４年８月のプログラム
（月間テーマ  会員増強および拡大月間）

月   日 当　番
［担当委員会］

例会数 行　事　予　定

市川（洋）君
和 泉 君

神田（康）君
木 川 君

市川（昭）君
加 藤 君

［会長・幹事］

［会長・幹事］

［親睦活動］

小 崎 君
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