
・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　大野職業奉仕委員

【入会式】

◎新入会員紹介　　　　　　　　　　前島君

本橋　勝（もとはしまさる）様　Ｓ３２年、飯能

市唐竹生まれ。５６歳。３男１女の末っ子。

地元の小・中学校、聖望学園高等学校卒業、

父の経営する叶木材（有）に入社。Ｓ５６年に結婚、

２女を授かる。Ｈ３年、代表取締役に就任。

現在、４９歳にして生まれた初孫と内孫２人

に恵まれ、次女と３人でお暮らしの良いおじ

いちゃんです。私はＳ３２年３月３０日生まれ、

彼は２日後の４月１日生まれ。私の“２日下の

後輩”だと常々申しております。

◎本橋会員挨拶

　赤沢に住んでおります

叶木材（有）の本橋です。

どうぞよろしくお願いを

致します。

◎新入会員紹介　　　　　　　　  神田（康）君

福島　毅（ふくしまたけし）様　推薦者は増島

先生ですが同業の私から紹介させて頂きます。

Ｓ３０年、八幡町生まれ。Ｓ５３年、東京薬科

大学を卒業。薬剤師として福島薬局を経営。

現在は飯能駅前で漢方専門薬局博濟を経営。

漢方に造詣が深く、多くの後輩薬剤師を育て

ております。日高市に２軒の調剤薬局も経営

しながら、趣味のギター、毎晩のお酒とで、

「忙しい忙しい」と言っている現状だと思い

ます。飯能地区薬剤師会長に就任、地域の薬

剤師のリーダー的存在。お母様、奥様、城西

大学在学中の三女と４人でお住まい。本日、

次女に孫が生まれたそうです。飯能生まれ飯

能育ちで、友だちもたくさんいらっしゃるよ

うですが、これからは良きロータリアンとし

て大成するようよろしくお願い申し上げます。

◎福島会員挨拶

　博濟薬局の福島です。

よろしくお願いします。

いろいろと勉強してもっ

ともっと社会人として成

長していきたいと思いま

す。

当 番 大野君、大崎君
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◎新入会員紹介　　　　　　　　　　大野君

伊澤健司（いざわけんじ）様　Ｓ３３年生まれ、

５５歳。生まれも育ちも岩沢。現在は仲町に

お住まいです。Ｈ３年、明海大学歯学部を卒

業され元加治駅近くに伊澤歯科医院を開業。

今年３月まで飯能地区歯科医師会専務理事を

務められました。これからの歯科医師会を背

負って立つ逸材だと皆考えております。趣味

は釣り、昨年から始めたゴルフ。たくさん叩

く方らしいです。

◎伊澤会員挨拶

　よろしくお願い致しま

す。地元に根付いた医療

を提供したいと思ってお

ります。ご指導よろしく

お願い致します。

◎安藤会長よりロータリーバッジ贈呈／歓迎

の言葉◎誓いの言葉◎木川Ｒ情報委員長より

資料贈呈◎島田幹事より会員証贈呈・所属委

員会の発表／本橋君（会報・広報）、福島君

（職業分類）、伊澤君（職業奉仕）

◎入会歓迎の祝杯／加藤パスト会長

【会長報告】

　在任中に「歓迎の言葉」を述べるのが夢の

１つでした。本日、述べる事が出来まして、

吉田（行）委員長はじめ皆様に感謝を申し上げ

ますし、３人の新入会員を心から歓迎致します。

本日はＲＣの五大奉仕の１つ、職業奉仕委員

会による「職業奉仕賞」（永年勤続表彰）を予定

させて頂いております。

　本日、入間での新旧・会長幹事会に吉田（武）

エレクト、山岸次年度幹事等と出席します。

　もう１つ、本日、１３回目の４９期の役員会

を無事終了した事をご報告致します。

　有難うございました。

【幹事報告】

・会費を現金でお支払いの方は本日まで。

・日高ＲＣ３０周年式典参加費１万円のうち

　５千円は本会計慶弔費より支出。当日欠席

　された方はお土産を持ち帰って下さい。

・クラブ協議会、変更のある委員長は１２日

　までにお知らせ下さい。

・今日、第１３回役員会開催。新入会員は推

　薦者の委員会に配属。６／２７小久保会員

　の叙勲を祝う会に、クラブより２万円分の

　記念品を当日お渡しします。また当日のお

　手伝いをよろしくお願いします。

【委員会報告】

◎次年度幹事　　　　　　　　　　　山岸君

　例会後、次年度第１回役員会を開催します。

◎親睦活動委員会　　　　　　　　　服部君

　次週、夜間例会へは１７時半に南口からバ

スで出発します。

【出席報告】無断欠席なし　　 川口出席委員

【Ｍ　　Ｕ】

６／４（日高）田辺君

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ

・本橋さん福島さん伊澤さん御入会おめでと

　うございます。　　　　田辺君、矢島（高）君

・伊澤先生が入会します。よろしくお願いし

　ます。　　　　　　　　　　　　　大野君

・従業員表彰、有難うございます。

　　　　橋本君、中里（昌）君、吉島君、間邉君

　　　　　　　　増島君、土屋（崇）君、大崎君

・従業員表彰では皆様お世話様になります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　大木君

・福島さん本橋さん伊澤さん、ご入会歓迎致

　します。永年勤続の皆様、心よりお祝い申

　し上げますと共に今後のご健勝ご活躍をご

　祈念申し上げます。　　　　　　　安藤君

・早退　　　　　　　　　　　　　　田辺君

本日計４４，０００円、累計額１，１８２，６２１円。

◎１２日例会当番は齋藤、杉田会員です。

【表彰式】

◎大木職業奉仕委員長

　長い準備の末、

今日がやって参り

ました。大勢のご

応募誠に有難うご

ざいました。日頃

「ロータリー、ロ

ータリー」と言っ

て社長が出かけて

いく留守を守って

いらっしゃる方に

今日はお食事を共

にして頂いて、雰囲気を察して頂ければと、

催しを設定致しました。

　安藤会長よりご挨拶を頂きます。

会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率
前々回修正
出　席　率

Ｈ２５年
会員企業永年勤続者表彰に
　　　　　　　 あたって



◎安藤会長

　１年前、大木委員長にお願いさせて頂いて

本日このような形で表彰式をさせて頂く段取

りを取って頂きました。有難うございます。

　ロータリークラブは１０７年前にシカゴで

誕生しました。当時は著しい経済発展の陰で

世情は大変乱れ、商業道徳が欠如していた時

代。一人の青年弁護士ポール・ハリスが友人

等に働きかけ、お互いに信頼出来る取り引き

をし、仕事上の付き合いだけでなく親友関係

にまで発展するような仲間を増やしたいと考

えていると話したそうです。そして５人の仲

間と共に各自の事務所持ち回りで会合を始

め、それを「ロータリー」と名付けました。

会合を重ねていく中で「職業倫理」「奉仕」

「親睦を深めるために」といった議論を深め

ていきます。自分達の商業道徳、職業倫理を

奨励する事から、ロータリークラブはスター

トしたというふうに考えて頂きたい。最初の

活動としては、「社会奉仕」としてシカゴに公

衆トイレを設置。その後、幅広い奉仕活動を

求められるようになり、現在まで発展して参

りました。世界２００か国以上、１２３万人以上

の会員を有する国際的な組織であり、日本で

は各都市に２２８０クラブ、８万８千人の会員

が活動しております。

　グローバルな団体のため活動内容をひと言

で言うのは難しいのですが、「世界が今日直面

している大きな人道的な諸問題に取り組む」

という事です。１）母子の健康、２）水と衛

生、３）疾病と予防・治療、４）平和と紛争

予防・解決、５）基本的教育・識字率の向

上、６）経済と地域社会の発展、の、６カテ

ゴリーを掲げています。

　具体的な事業としては、ポリオ撲滅運動。

既に２０億人以上の子ども達にワクチンを投

与、ほぼ撲滅に近い状況（あと４か国）です。

井戸掘り。平和を達成するため、毎年１１５

か国、８５００人規模で青少年対象に奨学・留

学を実施しています。ほかに学校建設、等。

また、日本には独自の「米山記念奨学金制度」

があり、日本に留学する外国人を支援してい

ます。毎年８００人規模、１２億円の奨学金を

支給するだけでなく、“日本のお父さん”の役

割を会員が果たしています。米山記念奨学生

は現在までに１万７千人居ります。飯能ＲＣ

では、昨年、駿河台大学大学院の中国の方、

今年は駿河台大学４年生のベトナムの方を支

援し交流を深めています。

　週１回、定例会を開催。「超我の奉仕」を目

標に会員は自己研鑽に努めています。

「四つのテスト」を課し、私は特に「４．みん

なのためになるか　どうか」「なっているか」

「なったかどうか」を課しておりますが、倫

理を重んじて幅広い奉仕活動等を展開してい

ます。本日は「職業奉仕委員会」が例会を運

営しております。会員は皆、実業人、専門職

業人です。それぞれが自分の生業に誇りを持

ち、職業倫理を重んじて一生懸命働く事を通

して社会に貢献する、仕事を通して人のため

になる、役に立つ。それが「職業奉仕」の考

え方の基本であり、ＲＣの活動の基本の考え

方です。

　己の仕事、企業を支えてくださっている皆

様に感謝の意を表す意味で、このような機会

を持たせて頂きました。「職業奉仕賞：永年勤

続表彰」を受けられる９名の皆様方に心から

お祝い申し上げ、これからもお身体に十分ご

留意頂き、ご活躍頂くようお願いします。

◎表彰式

　被表彰者（会社名：会員名）

田島健二（シャロム電子（株）：橋本　茂）

尾上泰祐（（株）マルナカ：中里昌平）

浅野勝志（吉島公認会計士事務所：吉島一良）

小泉正巳（飯能開発（株）：大崎光二）

荒川典也（（株）間辺測量：間邉元幸）

岡部正彦（（有）大木眼鏡院：大木重雄）

大野弘行（細田建設（株）：細田伴次郎）

立石晴美（（医）済仁会 飯能医院：増島宏徳）

神田明美（土屋医院：土屋　崇）



当番　田辺君、高橋君

クラブ協議会

平成２５年７月のプログラム

土屋（崇）君
吉田（健）君

［会長・幹事］

矢島（巌）君
山 川 君

［会長・幹事］

吉 島 君
矢島（高）君

［会長・幹事］
吉田（行）君
吉 澤 君

［プログラム］

卓話「ロータリーアラカルト」
栗 山  昇様朝霞ロータリークラブ

【結婚・誕生日祝】

月   日 当　番
［担当委員会］例会数 行　事　予　定

【四つのテスト】

例会取消（定款による）

クラブ協議会

クラブ協議会

クラブ協議会

５月２５日（土）

秩父ロータリーの森

《米山記念奨学委員会》

参加者

ロータリーの森

清掃活動に参加

奨学生：ベトナム出身

マイ・ツン・リン君
社会奉仕委員長

和泉由起夫
米山記念奨学委員長

市川洋太郎

Ｈ２５年 会員企業永年勤続者表彰を受けた方々と安藤会長、大木委員長




