石原橋下の釣人

重 点 課 題 は 奉 仕 の 追 求

第 2548 例会

例会場：マ ロ ウ ド イ ン 飯 能

ロータリー親睦活動月間

曇
安 藤 泰 雄

島 田 秀 和
当 番 塩野君、土屋（良）君

・点 鐘 安藤会長
・ソング それでこそロータリー
◎小川ＳＡＡ お忘れ物：来年度の手帳、
新茶
のお土産を預かっています。
【会長報告】
本日はクラブ協議会で年度の締め括りをや
らせて頂きます。米山記念奨学委員会に世話
クラブとして奉仕頂いたという感謝状を頂き
ました。夜間例会、盛大に開催出来ました。
厚く御礼申し上げたい。新図書館への寄付に
対し開館前２４日に内覧会を開催するそうです。
国際奉仕のロシア交流で欠席の新井委員長は
今月古稀だそうです。ご披露申し上げます。
【幹事報告】

訪問例会

・本日会計締め。
◎例会変更のお知らせ
◇入間南ＲＣ
・７／２３（火）納涼家
族会「入間基地
花火の夕べ」
・７／３０（火）例会取
止め（定款６－１－Ｃ）
・８／１２
（月）
～１４
（水）
事務局夏期休暇
・８／２０（火）入間市
中央公民館
・８／２７（火）Ｇ補佐
入間市中央公民館 点鐘１９時

【委員会報告】

◎雑誌委員会
市川（昭）君
「友」
６月号紹介。
横組Ｐ５、
加藤玄静ＰＧ
（本庄）
「ロータリーらしい親睦、奉仕を」
。
Ｐ２９、
地区大会
の模様。縦組Ｐ２「『国境なき平和』を考える」
軍事評論家・田岡俊次氏。Ｐ７「この人、この仕
事」Ｓ・Ｇ・シルバーバーグ
（五所川原）
、立川の
米軍基地で軍医として勤務、一目惚れで結婚
した奥様と共に青森で医療、
ＲＣ活動。Ｐ２９
『我等の生業 第２集』発刊の記事が掲載。
◎次年度幹事
山岸君
７／３第２回理事会１１時半。６／５第１回
理事会。年度計画書は現在制作中。定款・細
則の変更（新世代→青少年奉仕）は先週臨時総
会で承認。
印刷を間に合わせるためです。
よろ
しくお願い致します。第５０期予算案、委員会
構成
（新入会員は後日連絡）
、例会プログラム年間
予定、
承認。
例会定休７／３１、８／１４、１０／３０、
１２／２５。
法定定休日１／１。
振替休日１１／２７。
クールビズは次回決定。例会等は全面禁煙。
例会の運営は従来通り。Ｇ訪問は制服着用。
親睦旅行は５／１８・１９伊勢神宮方面の予定。
夫人誕生日の贈呈品は生花以外に変更。
【出席報告】無断欠席なし

川口出席委員

会 員 数
当
日
前々回修正
全 数 対 象 出席数 出席率 出 席 率
【Ｍ
Ｕ】
６／１６～２３
（ロシア）
新井君、
小谷野君、
中里（昌）君
矢島（巌）君、
山川君

【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・妻への誕生日祝い有難うございました。
（健）
君、杉田君、矢島（高）
君、前島君
安藤君、吉田
・誕生日祝い有難うございました。
和泉君、馬場君、森君
・入会記念、
有難うございました。安藤君、中山君
（伴）
君、市川
（洋）
君、高橋君
・早退
細田
本日計３２，
０００円、累計額１，
２１４，
６２１円。
◎２６日例会当番は田辺、高橋会員です。
【結婚・誕生日祝】
◇入会記念日おめでとう
新井君、藤原君、塩野君、中山君
◇会員誕生日おめでとう
２馬場君、３森君、６新井君、１７半田君
２７和泉君、２９大木君
◇夫人誕生日おめでとう
３安藤夫人、９杉田夫人、２０矢島（高）夫人
２８前島夫人、３０吉田（健）夫人
＝クラブ協議会＝
司会 安藤会長
ロシアに行かれている委員長もいらっしゃいま
すので発表は順不同です。
◎安藤泰雄会長報告
１年間ご支援ご協力を賜り無事会長職を務め
る事が出来ました。心から感謝申し上げます。島
田幹事、小川ＳＡＡ、各委員長、事務局に大変お
世話になりました。５つの目標は１）温故知新、学
ぶ機会は自分が一番頂いた気がします。２）増強
３名達成、御礼申し上げます。３）例会充実、プロ
グラム、親睦委員長等の活躍で楽しく有意義な
例会が出来ました。４）友情・結束、
ＩＭ、地区大
会で結束をアピール。５）５０周年、２度の会合を
開催。飯能ＲＣの素晴らしさは他のクラブを知る
事でより実感されました。今後も飯能ＲＣらしく、
伝統を引き継ぐ大切さを感じております。
◎島田秀和幹事報告
必要以上に愛想のいい会長と必要以上に愛想
の悪い幹事のコンビ、ご迷惑を多々かけたと感じ
（良）
弁護士と１９年前に入会しましたが、
ます。土屋
今年１年で分からなかった事に気付き、良い勉
強、経験をさせて頂きました。本音と建前で幹事
として悶々としたところもありました。ＲＩからの
事業展開とは別に、小さくてもいいから飯能ＲＣ
の目標のようなものを前面に出して、分かり易い
ＲＣ運動が出来ればと感じました。
体調を崩し悔
しい思いもありました。
１年間お世話になりました。
◎小川晃男ＳＡＡ報告
失敗ばかりでしたが皆様の温かい目で見守っ
て頂き１年を過ごす事が出来ました。あと１週間
で終わるので心がルンルンな感じですが、来年度
もしっかり出席したいと思います。皆様のご協力
に心から感謝します。有難うございました。
◎森 健二会計報告
右も左も分からない中、事務局に助けて頂きな
がら何とかやってこれました。キャッシュフロー
面では飯能は何も問題は無く、５０周年の積立も
潤沢に出来ています。ハンコを押す作業が残っ
ていますが、中身を見ながらチェックします。１年
間有難うございました。
◎間邉元幸クラブ奉仕委員長報告
会長の運営方針「穏やかに 和やかに 爽やか

に」を念頭に、出席、プログラム、親睦活動委員
長にお世話になりました。全会員のご協力にも御
礼申し上げます。
◎中里忠夫出席委員長報告
平沼雅義、川口浩委員と頑張りました。ご協力
により無断欠席０を達成。出席率も目標の９０％
を上回る、現在９１．
６９％平均。ＭＵツアーも多く
の会員の参加を得て日高飯能のよき交流を図る
事が出来ました。
年間１
００％出席者は３０数名超。
ご協力に委員会一同、心より感謝申し上げます。
（高橋弘委員長代理）
◎大附富義プログラム委員報告
小崎裕之、小久保勝弘委員で担当。会長方針
に従い充実した例会の開催に努めました。初めて
駿河台大学の協力を頂き移動例会、大勢にご参
加頂きました。地域の魅力を見つめ直し、身近な
ところで活動している幅広い層の方に卓話を頂き
ました。委員同士のコミュニケーションを図るた
め楽しい座談会も開催。皆様のご協力ご理解を
頂き無事に終わり、
感謝申し上げたいと思います。
◎木川一男ロータリー情報委員長報告
ベテランの半田武、吉島一良委員と担当。吉島
年度、
地区ＲＬＩで使用した評価表を配布・回収、
集計提出の予定。
１／３０ＲＬＩ日本支部委員だった
中村氏
（第２７７０地区・吉川ＲＣ）
による卓話「善き
仲間と共に」
。３／１６ヘリテイジでの勉強会には
入会３年未満の会員、会長幹事、Ｒ情報委員含め
６名で参加しました。有難うございました。
◎服部融亮親睦活動委員長報告
第２５００例会、
５０周年記念ピンバッジ配付。
０４
例会、飯能幼稚園でバーベキュー。サイボクから
の変更で瓢箪から駒のような夜間例会。
１３例会、
清河園でお月見、琵琶演奏。２２例会、
Ｘマス家族
会、
テーブルマジック。
３６例会、
日高と合同夜間例
会、
Kａ
ｒ
ｅ
ｎさんのボサノヴァ。
４７例会、
大松閣夜間例
会。
１０／４飯能ＧＣ親睦ゴルフ。
４／２５高麗川ＣＣ
日高合同コンペ。５／１９・
２０京都に４７名で親睦
旅行。
月１度、
結婚・誕生日祝。
微力の委員長の補佐
を矢島巌、
吉澤文男、
神田敬文、
塩野裕、
大崎光二、
中山久喜委員に。お役に立てたか分かりません
が、計７名充実した１年を送らせて頂きました。
◎吉田行男会員増強委員長報告
つい数か月前までは絶望の淵にありましたが
今日は何と清々しい日なのでしょう。
「３名」
と大きな
事を言い１４、
１５連敗。ヒイヒイ言っていたところ
ロータリーは友情が深い。
助けて頂きました。
増島
宏徳、吉田武明、大野康会員、そして細田吉春、
神田康夫、
小谷野正弘委員、
有難うございました。
素晴らしい方が入られました。次年度に情報を繋
げていきたいと思います。
◎吉田 健会員選考委員長報告
中里昌平委員と担当。クラブの安定した発展に
は増強が一番必要です。第３Ｇでは所沢の会員
数に次ぐもの。夢は１番。あと何人か増強して頂
ければ更に素晴らしいクラブになると思います。
◎田辺 實ロータリー財団委員長報告
橋本パスト会長と担当。未来の夢計画を次年
度より実施。補助金制度は２分の１のクラブ負担
から全額支給に変更。
使い易くなります。
地区財団
セミナーは４回との事でしたが９／８のみ開催。
次
年度は是非事業を計画して頂きたい。マルチプ
ル・ポールハリス・
フェロー：吉田健、山岸敬司会員、
ベネファクター：大附富義会員。その他、皆様の
ご協力により例年通り実施。有難うございました。
※次週の例会案内は省略。

