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例会場：マ ロ ウ ド イ ン 飯 能

ロータリー親睦活動月間

雨
吉 田 武 明

山 岸 敬 司
当 番 森君、本橋君

・点 鐘 吉田武明会長
・ソング 手に手つないで
・ビジター（日高）会長 小峰政夫様
幹事 古本良子様
【会長報告】
八潮ＲＣ正・副会長より田中作次氏に５０周
年の際の講演をお願いして頂いております。
高校生社会体験活動ご協力のお願い（小鹿野・
ふじみ野・鶴ヶ島清風・妻沼・和光高校より）
。４、
５日受け入れられる事業所はお申し出下さい。
大木会員に喜寿祝いをお届けしておきます。
１６
（月）
、
矢島（巌）会頭の下、久邇カントリーを
貸り切り、１８０名が集う飯能商工会議所ゴル
フ大会が開催されました。当クラブからも大
勢参加され盛り上げて頂きました。
【幹事報告】
高橋副幹事
坂本次期ガバナーより８／６公式訪問につ
いてのお願い。
１）
年度計画書を読み上げる必
要はありません。委員会活動の問題点等あれ
ばお願いします。
２）
増強・退会防止・拡大の取
り組みについて発表して下さい。
３）１、
２終
了後、
全員参加型ＲＬＩ方式討論会との事です。
【委員会報告】
◎雑誌委員会
土屋
（良）
君
「友」６月号。横組Ｐ１２、ロータリー活動のフォト
コンテスト。セバスチャン・サルガドの作品のよう
なものもあります。Ｐ２８、相模原南ＲＣは被災地
大槌小でどんな支援が必要かを教えられ、仮設
の渡り廊下を設置。縦組Ｐ４、子どもの理科離れ

をなくす会代表
「世界に羽ばたく子どもを育てる」
ロボット製作。
Ｐ９、
富岡製糸場。
Ｐ２４、
ベトナムの
幼稚園改築報告。
Ｐ２９、
カンボジアの子どもにトイ
レ、
ベトナムの幼稚園に水濾過装置寄贈。
タイの小
学校への図書寄贈はクラブ支援金のほか財団地
区補助金、
地区特別会計から助成を受けています。
◎次年度クラブ奉仕委員会
新井君
委員長の名刺を当委員会で作成します。
２０
枚以上必要な方はお知らせ下さい。
◎シンポジウム開催について
矢島（巌）君
先般のゴルフは大勢ご出席頂き有難うござ
いました。
７／３飯能商工会議所・飯能ＪＣ共同
事業
「飯能日高シンポジウム２０１４」
木村俊昭氏
基調講演、
（日高）矢ヶ崎市長、
（飯能）大久保市
長のパネルディスカッションを計画しました。
【出席報告】無断欠席なし

矢島（高）出席委員
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日
前々回修正
全 数 対 象 出席数 出席率 出 席 率

【Ｍ
Ｕ】
６／１７（日高）沢辺君
【結婚・誕生日祝】
森親睦活動委員
◇喜寿おめでとう
大木重雄君
◇入会記念日おめでとう
新井君、藤原君、塩野君、中山君
福島君、本橋君、伊澤君
◇結婚記念日おめでとう 坂本君
◇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
【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・一年間お世話になりました。
（日高）小峰政夫様
（会長）
、
古本良子様
（幹事）
・日高の会長、
幹事さんようこそ。一年間ご苦
（武）
君、間邉君、山川君
労様でした。
吉田
（昌）
君、和泉君、安藤君
小谷野君、吉島君、中里
・昨日、
日高ＲＣへＭＵしましたら花家先生が
退会のご挨拶をされました。小峰さん古本
さんようこそ。
沢辺君
・入会記念有難うございます。
新井君、中山君、伊澤君
・入会して１０年目に入りました。
国際奉仕に
御協力有難うございました。
藤原君
・皆さんにご指導頂きながら何とか一年間無事終わろうとし
ています。これからもよろしくお願い致します。 福島君
・結婚記念祝い有難うございます。 坂本君
・お誕生日祝い有難うございます。
半田君、和泉君、新井君、前久保君
・中２の娘、砲丸投げ、通信陸上県大会２位、標準記録突破して、
全国大会とジュニアオリンピック出場決定です。 大野君
・妻への誕生日祝い有難うございます。
安藤君、杉田君、矢島（高）君
・早退
大野君、森君
本日計５４，
０００円、累計額１，
３６１，
８３２円。
、
中里（忠）会員です。
◎２５日例会当番は中里（昌）
＝クラブ協議会＝
司会：吉田武明会長
◎吉田武明会長報告
長いようで短い一年。ご迷惑ご心配をおかけし
ましたが今日まで来られました。
会長を受け、
「やは
りＲＣは違う」
とひしひしと感じました。次年度の
お役に立つよう努力します。
有難うございました。
◎間邉元幸副会長報告
会長はエネルギッシュで行動力抜群、周囲に
細かな気配りをされ、
いろいろな場面でご指導頂
きました。
委員長、
会員皆様のご協力で年度が無
事終了。
事務局の方にも改めて御礼申し上げます。
◎山岸敬司幹事（吉田会長より報告）
「ご迷惑ばかりで申し訳ない。本来なら今日こそ
お詫びと御礼を申し上げたい。
くれぐれもよろし
くお伝え下さい」との事。
◎森 健二会計報告
２年連続で一生懸命やったつもり。飯能は入
金等スムーズで、特別寄付者も大勢おられ、
クラブ
として潤沢な資金があり５０周年も心配ない状態。
力不足でしたがお蔭でやって来られました。

◎小谷野正弘ＳＡＡ報告
無口な私が何とか務まったのも皆様のご協力と
心から感謝しております。ニコニコへは古希、
喜
寿、
傘寿、
米寿、
卒寿と多大なお祝いを頂きました。
矢島高明副ＳＡＡにもお世話になった。
吉島一良
（いちろう）会員の名前を間違えていて失礼致しました。
◎山川荘太朗会長エレクト報告
会長の下、
勉強させて頂いた。
最後まで一生懸命
やって次年度に続けて行きたい。
勉強になる吉田
年度、
素晴らしい年度だったと感謝しております。
◎市川 昭プログラム委員長報告
和泉、
木川、
間邉委員に沢辺委員が加わりました。
当初
「一年持つかな」
と思いましたがお蔭様で充
実した１年、
出席率も１
００％に近い数字が残せた。
各委員長に講師選定を依頼しスムーズな卓話の
進行が出来た。不手際もありましたが全ての皆様
に感謝申し上げます。
◎中里昌平会員選考委員長報告
加藤、大附委員と構成。
昔はＲＣに入りたくてもなかな
か入れなかった。伝統あるクラブでは特にそういう風潮
があった。
やむを得ず地元でなく近隣のクラブに入ったり
入会を断念したりした。
メンバーには自信、
優越感があり、
「一業種一人」
という約束事がその理由の１つだった。
しか
し、完璧な人、無欠点で人から批判されない人は本当に
少なく、
もし居たとしても、
そういう人はお付き合いしても
あまり面白くない、人間味は感じられないのではないか。
「人を選考する」などおこがましく、当委員会の存在には
あまり賛成出来ないところだが、時代が変わり、クラブ運
営上、増強しなければならない。同業ＯＫ、反対があって
も理事会で承認されれば良い等、間口を広げておこうと
話した。お蔭様で「４名」の新入会員。会員増強委員会は
じめ会員のご協力の賜だと思う。規則が緩んだとは言え
品位品格、企業モラルが問われるのは昔も今も変わりな
い。改めてそれを自覚して努めて参りたい。

◎神田康夫クラブ奉仕委員長報告
「明るく、楽しいクラブライフを」という会長方針
の下、出席、プログラム、Ｒ情報、親睦活動委員会
の熱意により、明るく楽しい運営が出来たと思う。
担当例会で一小の山下校長卓話。プログラム委員
会より、卓話講師への統一した謝礼基準が無い
との事で内規を作成、
理事会で承認されました。
◎塩野 裕出席委員長報告
昨年度、出席率が悪かったので、今年度、出席
委員長を承りました。２回のＭＵツアー：１／１６
入間ＲＣへ８名、６／３八潮ＲＣへ１１名出席。若
干の出席率ＵＰにはなったかと思いますが、委員
の１人から“欠席委員会”と揶揄されたりもしまし
た。委員のうち３名は昨年度より２０％位ＵＰした
かなと思っております。お世話になりました。有難
うございました。
月

日

例会数

行 事 予 定

当 番

［担当委員会］

中 山 君
大 木 君
［会長・幹事］
【結婚・誕生日祝】 大 附 君
クラブ協議会
大河原君
［会長・幹事］
大 野 君
ガバナー補佐訪問
大 崎 君
［会長・幹事］
齋 藤 君
島 田 君
クラブ協議会
［会長・幹事］
【四つのテスト】

クラブ協議会

例会取消（定款による）
※次週の例会案内は省略。

