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吉田武明会長
我等のなりわい

【会長報告】
中里昌平会員に喜寿のお祝い
をお渡しします。おめでとうご
ざいます（拍手）。
【幹事報告】
・歳末たすけあい募金を本日、
会長・幹事、
杉田委員長と市長にお渡し。
市長
より皆様によろしくお伝え下さいとの事。
・理事会１／８開催。
「新会員選考の件」配付。
◎例会変更のお知らせ
◇所沢中央ＲＣ
・１／ ６（月）新年例会 点鐘１８：３０
・１／１３（月）例会取消 法定休日
・２／１７（月）振替休会 ２／１５（土）創立記念例会
◇入間南ＲＣ
・１／ ７（火）例会取止 定款６-１-Ｃ
・１／１４（火）新年会
・２／１１（火）例会取止 定款６-１-Ｃ
・２／１８（火）２／２２（土）ＩＡＣ討議会に振替
・２／２５（火）東光寺に会場変更 点鐘１９：００
【委員会報告】
◎雑誌委員会
土屋（良）君
「友」
１２月号。横組Ｐ８「われら、
ロータリア
ンズ」家族で３人以上が会員という人を紹介。
Ｐ１９「日韓親善会議を通じて未来の平和」。
縦組Ｐ４「子どもたちの未来」
バイオリニストの
講演。
Ｐ９、
被災地（宮城県）名取市のＲＣの紹介。
◎親睦活動委員会
吉田（行）君
クリスマス例会はマロウドイン飯能・鳳凰の
間。バスは飯能駅南口１７時半発です。

◎加藤義雄会員「米寿」に
ついて
新井君
来年１月、
米寿を迎えら
れる加藤会員のお祝いの会、
多くのご参加を頂ければ幸
いです。発起人は矢島（巌）
商工会議所会頭、吉田（武）
ＲＣ会長、
吉田
（行）
親睦活動
委員長、坂口氏です。
◎
「米寿」
の会についてのお礼
加藤君
大変有難く、発起人の皆様に心から感謝。
大した人間ではございませんので面映ゆい気
持ちでいっぱいです。
よろしくお願いします。
出席委員
【出席報告】無断欠席・ＭＵなし 矢島（高）

会 員 数
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地区大会は「全員参加」ですので１
００％です。
【結婚・誕生日祝】
森親睦活動委員
◇入会記念日おめでとう
（巌）君、
平沼君、
石井君、
半田君、
小 君、
森君
矢島
◇結婚記念日おめでとう
木川君、柏木君、吉島君、中里（昌）君、中里（忠）君
◇会員誕生日おめでとう
（巌）
君、
２２中里
（昌）
君
１福島君、
３平沼君、
１２矢島
◇夫人誕生日おめでとう
８本橋夫人、１２増島夫人、１８矢島（巌）夫人
１９高橋夫人
【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ
・お蔭様で喜寿を迎えました。これからも年
相応に励みたいと思います。
中里（昌）君
・加藤義雄さんが来年米寿を迎えます。祝賀会に
は皆さんのご出席をお願い致します。
発起人一同
・入会記念日祝、有難うございます。
矢島（巌）君、平沼君、石井君
・満２２年連続１００％出席で迎えることがで
き皆様には感謝申し上げます。
半田君
・結婚記念祝、有難うございます。
中里（昌）君、吉島君、中里（忠）君
・誕生日祝、有難うございます。平沼君、森君
・妻の誕生日祝、有難うございます。
矢島（巌）君、高橋君、本橋君
・早退
市川（洋）君
本日計５７，
０００円、累計額６４７，
１４４円。
◎１８日例会当番は大木、大附会員です。
◎矢島高明次年度ＳＡＡ挨拶
会長方針に基づき、幹事と共にスムーズな
例会運営が出来ますよう考えております。皆
様方のご協力をよろしくお願い致します。
＝クラブ協議会＝
司会 吉田武明会長
◎吉田武明会長報告
ガバナー訪問、地区大会等、皆様の多大なご協力の
下にこなす。引き続きご協力をお願い致します。
◎山川荘太朗会長エレクト報告
「子どもは親の背中を見て育つ」
会長の背中を見て勉強
していますが足りません。
今後も一生懸命勉強したい。
◎間邉元幸副会長報告
未だ勉強不足を痛感。後半は１つ１つの事例をしっ
かり確認しながら進めたい。ご指導ご協力をよろしく。
◎山岸敬司幹事報告
「吉田丸」
も順風満帆、
皆様方のご協力の賜と思い深く
感謝。６月末日までご協力の程お願い申し上げます。
◎小谷野正弘ＳＡＡ報告
（高）
副ＳＡ
お昼も食べていられない大変な仕事。
矢島
Ａに２回程助けて頂いた。時間超過の時は静かに退
席して頂いて結構、ニコニコは請求しません。静かに
お見守り下さいませ。あと半年よろしく。
◎森 健二会計報告
上の方の組織が変わり「上納金」がだいぶ少なく、
資金が潤沢。５０周年が楽しみです。今後共よろしく。
◎神田康夫クラブ奉仕委員長報告
「クラブ管理運営委員長」
の別名あり。出席・
プログラム
・
Ｒ情報・親睦活動と連絡を密に調整を図る。各委員
会に役割を果たして頂き会員に役立つクラブサービス
に努めている。
１０／２３卓話
「飯能一小にみる教育史～
一小１４０周年に向けて」を担当。
下半期もよろしく。
◎塩野 裕出席委員長報告
１月、
入間ＲＣにＭＵツアーを予定。
入間は木曜例会。
連日になるが是非ご出席を。桜の頃、
東京ＲＣにも行く
予定。一人でも多くのご出席を賜れればと思います。
◎市川 昭プログラム委員長報告
１年持つか心配でしたが、多大なご協力の下、半年
過ごす事が出来ました。後半も各委員長を通じ、例会
の進行・選考へのご協力をお願い出来ればと思う。
◎半田 武ロータリー情報委員長報告
３人の新入会員に加え、
ここで２人が入会。
「炉辺会談
は一緒に」
との事で、
５月頃、
加藤、
橋本両先輩に講師を
お願いし開催予定。Ｒ情報月間の２／１９には様々な
（吉）
財団委員長の卓話を予定。
体験をお持ちの細田
◎吉田行男親睦活動委員長報告
夜間例会は８／２８大松閣・山の茶屋でかがり火を
焚き篠笛鑑賞、１０／１９東京・とうふ屋うかい。大勢の
参加に感謝。親睦旅行
（５／１８・１９）
の下見にこの間、

行って参りました。良い旅行にするよう努力したい。
◎増島宏徳職業奉仕委員長報告
１０月「我等の生業」に投稿された３人の方の卓話
を実施。第１例会には委員が交替で「四つのテスト」
を斉唱。今後も続けたい。
◎藤原秋夫国際奉仕委員長報告
飯能市国際交流協会、駿河台大学と、スピーチコン
テストに出席。来年３月、数名がここでスピーチ。１１月
の地区セミナーでは、クラブも地区も国際親善、奉仕
をあまりしていないと実感。地区は今
「各クラブ、目に見
える支援を。
応援するので」
との事。
来年2月、
現地
（ベトナ
ム）
に下見に行き、
どういう奉仕が出来るか検討したい。
ご理解ご協力をよろしくお願いします。
◎杉田一昭社会奉仕委員長報告
９／７坂戸・第１回セミナーに参加。
９／１８卓話
「被
災地支援 知ることの大切さ」
武田好成様。
１０／２公式
訪問で話した看板(天覧山の由来)は吉澤文男会員の
絶大な協力で１１月中旬に完成。
１２／１奥武蔵・天覧山
周辺再生の会記念式典と植樹に参加。
１２／１３振り込
め詐欺防止のビラ配りを飯能駅北口で行います。
◎小 裕之環境保全委員長報告
継続事業で寄贈のゴミ袋は各自治会・清掃デーに
使われています。飯能ＲＣとして初参加の「エコライフ
ＤＡＹ」
、省エネ・省資源等、環境に配慮した生活を１
日ご家族とされたらチェックシートに記入して下さい。
市で集計、
県に届けるので、
１２月中にご提出を。
「０」
では
具合が悪い。
２／１２市の環境についての卓話を予定。
後半は地域の環境保全活動に積極的に参加したい。
◎大野 康青少年奉仕委員長報告
目標は３本柱、
１）
「青少年の健全育成」
予算の有効
活用を考えたい。
２）
「青少年にＲＣをよく知ってもらう」
これも考えます。
３）
「青少年にどんな飯能を遺すか」
は
９／４に討議。どう提言するか検討中。お知恵をよろし
くお願い致します。
◎中里忠夫会員増強委員長報告
スローガン
「新しい仲間を作ろう」
で出発、
１月に２名
が入会予定。ご協力に厚く御礼申し上げます。会員選
考委員会等にご迷惑をかけましたので後半は一生懸
命勉強して増強に力を入れたい。
◎中里昌平会員選考委員長報告
半期で２名の入会が承認、
良かった。今、同業種は５
人まで入会ＯＫ、５０人以上は１割、６０人居れば６人
まで良い。また、選考の際、会員から反対があっても、
理事会で承認されれば問題ないと変更され、昔のよう
に「１人の反対があったら入れない」という事はない。
推薦は自信を持ってやって頂きたい。増強は難しいが
選考委員の出番があるよう皆様で頑張って頂きたい。
◎細田伴次郎職業分類委員報告
大木重雄委員長が入院、
代わりをします。
増強・選考
で「３名」との事、申し分はありません。当番卓話は小
嶋和男様
「奉仕の世界」
で役目を果させて頂きました。
◎前島宏之会報・広報委員長報告
（崇）
、
島田、
本橋委員と４人で毎例会、写真撮影。
土屋
会報をご覧になって頂ければ分かると思いますが、今
までと違ったアングル、変化に富んだ写真を撮るよう
にしているつもりです。
７月、馬場雑誌委員長、委員と
「広報委員会」を開催。春にまた開催する予定。
◎馬場正春雑誌委員長（欠席：報告省略）
◎細田吉春ロータリー財団委員長報告
３人より大口寄付。あと３人から頂く事になってお
り、今年は計６人の大口寄付。世界も飯能も良くしよう
とやっております。天覧山の方もよろしく。
◎平沼雅義米山記念奨学委員長報告
橋本委員と担当。
お忘れかと思いあえて申し上げま
す。
年度計画書Ｐ５１
「米山功労者」
、私の頃は１回３０
万円。
今は１回１０万円で、３回やらないとマルチプル
（３０万円）
になりません。強制するものではございませ
んが、今年度役員で会長をはじめ何人かは１回だけ、
または意識されていない方もいらっしゃるようです。
よろしくお願い致します。
※次週の例会案内は省略。

