
・点　鐘　安藤会長

・ソング　我等のなりわい�

・ビジター　（東京池袋）会長：尾崎武正様

【会長報告】

　７／４夜、第３Ｇの第３回会長幹事会（所沢）。

公式訪問等の他、３．１１後に設けられた「ロー

タリー希望の風奨学金」について。現在、震災遺

児３７名に月額５万円を卒業まで支給。今年度

は地区社会奉仕部門で担当、各クラブ社奉委

員会が窓口との事、頭の片隅に置いて頂きたい。

また、本年度ガバナー方針で、地区の各委員会

セミナーは「各委員長を中心に」出席頂き、や

むを得ず欠席の場合は会長か幹事が出席する

という事でご理解賜りたい。尚、出席された方

は必ず委員会報告をして頂きたいと思います。

　昨晩、熊谷東ＲＣの野中ＰＧより電話。８／３１、

９／１「日韓親善合同会議」（高輪プリンス）に韓

国と姉妹都市を結ぶクラブには是非出席頂き

たいとの事。国際奉仕に窓口をお願いしたい。

７／１０日高ＲＣへ幹事、前島会員と年度ご挨拶

に。皆様によろしくとの事でございました。

【幹事報告】

・会長幹事会。ＩＭの決算書、ＤＶＤ、残金１０１６０

　円お預かり。公式訪問は制服、ネクタイ着用。

�・田中ＲＩ会長の記事（７／１毎日）を配付。埼玉

　新聞の記事（八潮市民の就任）はボード掲示。

�・８／２２夜間例会場は変更します。�
◎例会変更のお知らせ�
◇入間ＲＣ�
・７／２６（木）  夜間例会   点鐘１８：３０  武蔵クラブ�

・８／９（木）　Ｒ美術館「日帰り美術館巡り」�
・８／１６（木）  例会取止（定款６―１―Ｃ）�
◇入間南ＲＣ�
・７／２４（火）  納涼家族会 ２６（木） 入間基地花火の夕べ
　　　　　　に振替　点鐘１９：３０�
・７／３１（火）  例会取止（定款６―１―Ｃ）�
・８／２１（火）  例会場変更　入間市中央公民館　点鐘１２：３０�
・８／２８（火）  例会場変更　レストラン「フローレンス」点鐘１９：００�
◇狭山中央ＲＣ�
・７／２４（火）  例会臨時変更　若松年度最初の家族同伴夜間例会
　　　　　　　  点鐘１８：３０  喜代川�
・７／３１（火）  例会臨時変更　７／２８～８／１モンゴル訪問
　　　　　　　 「モンゴル国旱ばつ防止プロジェクト」植樹�
・８／１４（火）  例会取止（定款６―１―Ｃ）お盆休み�
・９／１８（火）  家族同伴お月見夜間例会�
◇所沢中央ＲＣ�
・８／１３（月）  例会取消（定款６―１―Ｃ）�
・８／２０（月）  振替休会  ８／１９甲府シティＲＣ合同例会�
・９／１７（月）  例会取消（法定休日）敬老の日�
◇所沢東ＲＣ�
・８／９（木）　８／８（水）振替  移動納涼例会�
・８／１６（木）  例会取止�
・８／２３（木）  夜間例会  セレス所沢�

【委員会報告】
◎ロータリー財団委員会　　　　　　橋本君
　大附富義会員より財団特別寄付（拍手）
◎親睦活動委員会　　　　　　　　　服部君
　第１回夜間例会はサイボクの予定でしたが
会場を「飯能幼稚園」に変更。“世界に誇るサイ
ボクの味を堪能しよう”夕涼みを兼ねサイボク
のお肉でＢＢＱ（バーベキュー）、蝶ネクタイの委員が
ビアガーデン風にご接待。１８時点鐘。会費５千円。
参加申込み７／２５まで。駐車場有。１０／１５（月）
第１０回ゴルフ大会、申込みは中里（忠）会員まで。
第１回飯能ＲＣゴルフ大会は１０／４（木）です。
◎地区より　　　　　　　　　　　安藤会長
　ＲＬＩ修了者：木川一男地区研修リーダー

にＲＬＩテキスト贈呈（拍手）

【出席報告】無断欠席なし　　中里（忠）委員長

【Ｍ　　Ｕ】

７／４（第３Ｇ）安藤君、島田君

７／８（地区）市川（洋）君

７／１０（日高）安藤君、島田君、前島君

【結婚・誕生日祝】　　  服部親睦活動委員長
◇入会記念日おめでとう�
　細田（伴）君、加藤君、神田（康）君、雨間君、杉田君
◇会員誕生日おめでとう�
　４川口君、９田辺君、１０安藤君、２３神田（康）君
◇夫人誕生日おめでとう�
　１８中里（昌）夫人、３１市川（洋）夫人

◎（東京池袋ＲＣ）
尾崎武正会長ご挨拶�
　私共も５４期目、こちら
と同じ位。ただ、こちらは
会員数が多く、活気のあ
る会場に大変感激を致し
ました。今後共どうぞよ
ろしくお願い致します。

【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ�
・７／１５銀座夏まつりが開催されます。多勢の
　来場をお待ちしています。
　　　　　　　　小久保君、新井君、前島君�
・入会記念祝、有難うございました。
　　　　　　　  加藤君、神田（康）君、杉田君�
・誕生日祝、有難うございました。
　　　　　　神田（康）君、市川（洋）君、安藤君�
・心は３７才、身体は４７才、実年齢は５７才となりま
　した。これからもよろしくお願いします。川口君�
・妻の誕生日祝、有難う。　　　  中里（昌）君�
本日計２４，０００円、累計額４１，０００円。
◎１８日例会当番は半田会員、服部会員です。
�

＝クラブ協議会＝

　　　　　　　　　　　　　　　司会　安藤会長

◎安藤会長：配付の「ガバナー公式訪問時 質問事項

について」は、質問等ありましたら、補佐訪問までに

ご記入頂き事務局へご提出下さい。

◎吉田武明会長エレクト報告�

『手続要覧』より「会長に選挙された者は、次の年度

の７／１から会長エレクトを務め、同時に理事会のメ

ンバーとなる…任期を１年間務めた翌年に会長を務

める…」「理事会のメンバーとしての任務及び会長が

理事会によって定められるその他の任務を行う事を

もって会長エレクトの任務とする」。会長の指導を

しっかり研鑽して頑張りたい。

◎間邉元幸クラブ奉仕委員長報告�

　私一人で務めます。関連する出席、プログラム、Ｒ

情報、親睦活動の各委員と共に１年間、クラブ活性化

のために微力ながら務めさせて頂きます。皆様のご

協力を重ねてお願い申し上げます。

◎中里忠夫出席委員長報告�

　平沼、川口委員と担当。出席率向上に努力します。

例会の無断欠席が「０」になるよう奨励。増島委員長

年度、無届欠席「０」を達成され、今年度も達成を目指

したい。一昨年からの「欠席届」も採用、コピーしてお

届け下さい。２番目に、ＭＵの強力推進。ＭＵの仕方

が分からない方もおられるので簡単なマニュアルを

作りたい。また、ＭＵに来られた方の明るいお迎えの

手伝いをしたい。クラブ活動に多くの方の出席を得

るようＰＲし、年間１００％出席の方には記念品贈呈

及び表彰を行いたいと思っております。頑張ります。

◎高橋  弘プログラム委員長報告�

　大附、小崎、小久保委員と、比較的品の良いメンバー

で構成。今年度は会長方針に忠実に従い、例会プログ

ラムを編成、それにより、充実した例会の開催を目指

したい。また、飯能に相応しい例会のあり方として大

学での移動例会を実施。地域の魅力を見つめ直し、身

近なところで活躍している、幅広い各層の方々に卓

話をお願いしたい。クラブ全体も大事ですが、委員

相互のコミュニケーションも大事ですので、委員会

内部の座談会を開催、委員会を楽しませて頂こうと

考えております。是非よろしくお願い致します。

◎木川一男ロータリー情報委員長報告�

　研修が続き、最後はテスト。会員数が世界的に少な

くなって、急遽ＲＩからいろんな事を勉強するように

言われ、結果的にどういうようになるかよく分から

ないのですが、順番ですので委員長を仰せ付かりまし

た。半田、吉島委員と担当。ＲＣ運動を表した「入りて

学び、出でて奉仕せよ」。地区ではこの話がよく出ます。

世の中のあらゆる有用な職業から選ばれた、裁量権

を持つ職業人が例会に出席し、職業上の発想交換お

よび親睦を行うという事です。地区ＲＬＩの講演を頂

きます。５年以内の方の出席を頂き、委員会としての

ディスカッションもしてみたい。答えは無くても良

いのだそうです。それを統括するのがＲＬＩ。地区の

浅田ＲＬＩ担当が熱心でありまして、飯能の名誉を

傷つけないよう頑張るつもりです。

◎服部融亮親睦活動委員長報告�

　大目付に矢島（巌）委員、そして吉澤、神田（敬）、塩野、

大崎、中山委員と担当。会員相互の親睦を深める事を

目的に、ホスピタリティを持って、微に入り細に入り

痒いところに手が届くような運営をさせて頂きます。

第２例会の記念日のお祝い、年５回の夜間例会、親睦

ゴルフコンペ、日高クラブとの合同コンペ。親睦旅行

は５／１９（日）２０（月）、京都を堪能して頂けるよう努力

します。その他、ご希望の親睦行事を努めさせて頂き

たいと思いますのでご指導よろしくお願い致します。

◎大木重雄職業奉仕委員長報告�

　山岸、大野委員と担当。四つのテスト、職業奉仕の

卓話、「職業奉仕賞」。永年勤続の職員表彰をさせて頂

こうと思っております。本来なら全市に向けて実施

したいのですが、５０周年もあり、派手な事は止めて会

員の企業を対象に考えております。地区では『我等の

生業』の頁を追加、増刷する方針。“金看板”職奉委員

会が華やかに出来ます事をお願いし報告と致します。

◎和泉由起夫社会奉仕委員長報告�

　齋藤委員と担当。委員会コンセプト「ロータリアン

一人ひとりの個人生活、事業生活、そして社会生活に

奉仕の理想を適用する事を奨励し育成する」事を遂

行して参りたい。実施に当たっては、会員の得意とす

る職業上の能力、趣味の力を活かしたい。環境保全、

新世代との連携。地域の奉仕団体との協力・協調。震

災の被害児童の支援も推進したい。半田年度、そして

吉島社会奉仕委員長の時には中越地震の支援もあっ

たと伺っております。夢ですが、「さきたま古墳群」の

世界遺産、「秩父夜祭り」の世界無形文化遺産に向け、

キャラバン隊をお迎えして支援したいと思います。
※次週の例会案内は省略。

当 番 橋本君、平沼君
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　した。これからもよろしくお願いします。川口君�
・妻の誕生日祝、有難う。　　　  中里（昌）君�
本日計２４，０００円、累計額４１，０００円。
◎１８日例会当番は半田会員、服部会員です。
�

＝クラブ協議会＝

　　　　　　　　　　　　　　　司会　安藤会長

◎安藤会長：配付の「ガバナー公式訪問時 質問事項

について」は、質問等ありましたら、補佐訪問までに

ご記入頂き事務局へご提出下さい。

◎吉田武明会長エレクト報告�

『手続要覧』より「会長に選挙された者は、次の年度

の７／１から会長エレクトを務め、同時に理事会のメ

ンバーとなる…任期を１年間務めた翌年に会長を務

める…」「理事会のメンバーとしての任務及び会長が

理事会によって定められるその他の任務を行う事を

もって会長エレクトの任務とする」。会長の指導を

しっかり研鑽して頑張りたい。

◎間邉元幸クラブ奉仕委員長報告�

　私一人で務めます。関連する出席、プログラム、Ｒ

情報、親睦活動の各委員と共に１年間、クラブ活性化

のために微力ながら務めさせて頂きます。皆様のご

協力を重ねてお願い申し上げます。

◎中里忠夫出席委員長報告�

　平沼、川口委員と担当。出席率向上に努力します。

例会の無断欠席が「０」になるよう奨励。増島委員長

年度、無届欠席「０」を達成され、今年度も達成を目指

したい。一昨年からの「欠席届」も採用、コピーしてお

届け下さい。２番目に、ＭＵの強力推進。ＭＵの仕方

が分からない方もおられるので簡単なマニュアルを

作りたい。また、ＭＵに来られた方の明るいお迎えの

手伝いをしたい。クラブ活動に多くの方の出席を得

るようＰＲし、年間１００％出席の方には記念品贈呈

及び表彰を行いたいと思っております。頑張ります。

◎高橋  弘プログラム委員長報告�

　大附、小崎、小久保委員と、比較的品の良いメンバー

で構成。今年度は会長方針に忠実に従い、例会プログ

ラムを編成、それにより、充実した例会の開催を目指

したい。また、飯能に相応しい例会のあり方として大

学での移動例会を実施。地域の魅力を見つめ直し、身

近なところで活躍している、幅広い各層の方々に卓

話をお願いしたい。クラブ全体も大事ですが、委員

相互のコミュニケーションも大事ですので、委員会

内部の座談会を開催、委員会を楽しませて頂こうと

考えております。是非よろしくお願い致します。

◎木川一男ロータリー情報委員長報告�

　研修が続き、最後はテスト。会員数が世界的に少な

くなって、急遽ＲＩからいろんな事を勉強するように

言われ、結果的にどういうようになるかよく分から

ないのですが、順番ですので委員長を仰せ付かりまし

た。半田、吉島委員と担当。ＲＣ運動を表した「入りて

学び、出でて奉仕せよ」。地区ではこの話がよく出ます。

世の中のあらゆる有用な職業から選ばれた、裁量権

を持つ職業人が例会に出席し、職業上の発想交換お

よび親睦を行うという事です。地区ＲＬＩの講演を頂

きます。５年以内の方の出席を頂き、委員会としての

ディスカッションもしてみたい。答えは無くても良

いのだそうです。それを統括するのがＲＬＩ。地区の

浅田ＲＬＩ担当が熱心でありまして、飯能の名誉を

傷つけないよう頑張るつもりです。

◎服部融亮親睦活動委員長報告�

　大目付に矢島（巌）委員、そして吉澤、神田（敬）、塩野、

大崎、中山委員と担当。会員相互の親睦を深める事を

目的に、ホスピタリティを持って、微に入り細に入り

痒いところに手が届くような運営をさせて頂きます。

第２例会の記念日のお祝い、年５回の夜間例会、親睦

ゴルフコンペ、日高クラブとの合同コンペ。親睦旅行

は５／１９（日）２０（月）、京都を堪能して頂けるよう努力

します。その他、ご希望の親睦行事を努めさせて頂き

たいと思いますのでご指導よろしくお願い致します。

◎大木重雄職業奉仕委員長報告�

　山岸、大野委員と担当。四つのテスト、職業奉仕の

卓話、「職業奉仕賞」。永年勤続の職員表彰をさせて頂

こうと思っております。本来なら全市に向けて実施

したいのですが、５０周年もあり、派手な事は止めて会

員の企業を対象に考えております。地区では『我等の

生業』の頁を追加、増刷する方針。“金看板”職奉委員

会が華やかに出来ます事をお願いし報告と致します。

◎和泉由起夫社会奉仕委員長報告�

　齋藤委員と担当。委員会コンセプト「ロータリアン

一人ひとりの個人生活、事業生活、そして社会生活に

奉仕の理想を適用する事を奨励し育成する」事を遂

行して参りたい。実施に当たっては、会員の得意とす

る職業上の能力、趣味の力を活かしたい。環境保全、

新世代との連携。地域の奉仕団体との協力・協調。震

災の被害児童の支援も推進したい。半田年度、そして

吉島社会奉仕委員長の時には中越地震の支援もあっ

たと伺っております。夢ですが、「さきたま古墳群」の

世界遺産、「秩父夜祭り」の世界無形文化遺産に向け、

キャラバン隊をお迎えして支援したいと思います。
※次週の例会案内は省略。

当 番 橋本君、平沼君

“ 奉仕を通じて平和を ”
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