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【会長報告】
矢島巌会員、古稀のお祝いです
（拍手）
。
年次総会も無事終わり、次年度役員が決定され
大変おめでとうございました。
１２／５・６地区大会、
出席有難うございました。加藤会員が１１／２３入院、
１２／８お見舞いに参りました。Ｘマス例会には出席
されるとの事です。雨間社会奉仕委員長、幹事と私
で、社会福祉協議会へ寄付金をお届けしました。
【幹事報告】
◎例会変更のお知らせ
◇所沢東ＲＣ
・１２／１８（木） １７（水）夜間家族親睦例会に振替
・１２／２５（木） 例会取消
・１／１（木） 休会
・１／８（木） 夜間新年会
【委員会報告】
（忠）
君
◎５０周年記念誌委員会
中里
（水）
年内最後の例会。
３１
（水）
が最終。
原稿提出は１７
◎雑誌委員会
前久保君
『友』１２月号。表紙は「ときわ遊園地」イルミネー
ションと、瀬戸内海の日の出。
今月は「家族月間」
。横
組Ｐ３、ＲＩ会長「家族でロータリーに参加しよう」
妻のコリーナさん、
３人のお子様も皆ロータリアンで
食卓が学びの場となっているそうです。Ｐ１１
「川口
シティ鳩ヶ谷ＲＣとロータリー家族」クラブの夫人で
フラダンスチームを作り月２回練習。縦組Ｐ２１、日
高ＲＣの松本、落合会員の俳句が掲載。
【出席報告】無断欠席・ＭＵなし

馬場出席委員長

【結婚・誕生日祝】
伊澤親睦活動委員
◇古稀おめでとう 矢島 巌君
◇入会記念日おめでとう
（巌）
君、
平沼君、
石井君、
半田君、小﨑君、森君
矢島
◇結婚記念日おめでとう
（昌）
君、
中里
（忠）
君
木川君、柏木君、吉島君、
中里
◇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
（巌）
夫人
８本橋夫人、
１２増島夫人、
１８矢島
１９髙橋夫人
【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・結婚記念日祝い有難うございます。
（昌）
君、木川君、吉島君、
中里
（忠）
君
中里
・誕生日祝い有難うございます。
（昌）
君、矢島
（巌）
君、福島君
中里
（巌）
君
・入会記念日祝い有難うございます。
矢島
・妻の誕生日祝い有難うございます。
（巌）
君、
半田君、髙橋君、本橋君
矢島
・前回例会場が近くなったとたん遅刻してしまいま
した。
サイフを持たずに飛び出したので一週遅れ
のニコニコＢＯＸです。
申し訳ありません。川口君
（武）
君、小川君
・早退
吉田
本日計５６，
０００円、累計額６２４，
６１
４円。
（康）
、木川会員です。
◎１７日例会当番は神田
＝ クラブ 協 議 会 ＝
司会 山川会長

▼

▼

◎山川荘太朗会長
６か月、皆様のご協力のお蔭で大過なく過ぎました。
例会場引越しもうまく行ったかなと思うところ。皆様のご
指導の下頑張りますので是非よろしくお願い致します。
◎間邉元幸会長エレクト
例会、
その他、順調に進んでいると思います。あっとい
う間に過ぎ、まだまだ勉強不足を痛感しています。
５０周
年事業はじめいろいろ残っており、後半も一生懸命汗を
かき次年度に繋がるよう努力したい。
◎小川晃男副会長
会長の健康管理を主な役目と心得
たいと申し上げて半年、会長もお元気
で何よりかなと。引き続きお元気で任
期を全うされるよう願っております。
◎髙橋 弘幹事
大役を務めさせて頂く事が出来た
のは、会長、
ＳＡＡはじめ皆様のお蔭。
幹事の役割が果たせているとは考え
ておりません。残る半年一生懸命やらせて頂きたい。
◎市川 昭会計
予算も滞りなく執行。食事費のムダの無いよう「火曜日
１５時までに」
欠席の届をお願いしたい。
３割強、
一番大き
な予算が食事費になっております。
◎矢島高明ＳＡＡ
半年間、無事、例会の司会担当を務
めさせて頂きました。まだまだ不慣れ
でございます。気付いた点等ありまし
たら言って頂ければ直していきたいと
思います。ご協力お願い致します。
◎新井景三クラブ奉仕委員長
メンバーは１人、担当委員会の盛り
上げ役と思い、
やっております。年度開
始前に会合を開いた結果と感じますが、スムーズにここ
まで来て安心しております。委員長の「５０周年」入り名刺
を作成。各委員長のバックアップしていきたい。
◎馬場正春出席委員長
石井道夫、
小﨑裕之委員と担当。
ほとんど１人で、
大した
仕事はしておりませんが、地区大会は大変でした。塩野
会員にも手伝って頂き、懇親会は１時間５０分で二合徳利
３０本、デカンタワインが何本出たか、焼酎ボトル３本が
空きました。いろんな企画でやっていきたい。
◎和泉由起夫プログラム委員長
神田康夫、山岸敬司委員と担当。まずガバナーと補佐
をお呼びし、前半は執行部・委員会の卓話をスムーズに
して頂く。後半、委員会独自の卓話が６回、正念場です。
ＩＭが３／１４に変更されました。またお知らせします。
◎吉島一良ロータリー情報委員長
会長、プログラム委員長からの催促があるのですが、
例会は２月、
３年未満の研修会もその頃にと考えていま
す。該当の方は是非ご出席下さい。講師はクラブ内で考
えていますので、パスト会長、よろしくお願い致します。
杉田一昭 （森健二委員長代理）
会報・広報
◎中山久喜親睦活動委員
新井景三 ロータリー財団
（大松閣）
第２例会で記念品贈呈、
８／２７納涼夜間例会
（飯能グリーンＣＣ）
懇親会
落語鑑賞。
１０／１０親睦ゴルフ
（無門庵）
。今後も親睦
（こんぱる）
。
１０／１５移動夜間例会
旅行等、委員全員で盛り上げて参ります。
◎川口 浩職業奉仕委員（田辺實委員長代理）
第１例会「四つのテスト」
「
、我等の生業」
は５０周年記念
誌に組込む事に。職奉についてディスカッション実施、
発表が慌ただしかったので反省しています。地域企業の
見学、リーダーから話を聴く移動例会を計画中。
◎雨間保弘社会奉仕委員長
小谷野正弘、平沼雅義会員と手分けして社会奉仕に

出席しています。半年で８回。残り半年、あと何回あるの
か楽しみにしております。
◎服部融亮環境保全委員長（欠席の為、発表なし）
◎杉田一昭青少年奉仕委員長
９／３講師の都合でイニシエーションスピーチに変更。
９／１３奉仕部門セミナー、
４／２０地区に土屋崇委員が出席。
高校生職場体験、
今回飯能はなし。
１１／９ライラデー「東
京五輪：広げよう国際交流～若者達よ今から何をすべき
か」大妻嵐山校長の講演。
その後のディスカッションは人
数が少なく、
２５７０地区は出席率が悪いと思いました。
◎中里忠夫国際奉仕委員長
８／２市民活動センター、外国人によるスピーチコンテ
会長と参加
ストに協力。
１０／３０駿大スピーチコンテスト、
し審査。３／４優秀者による例会スピーチ。ベトナムへの
支援も温かいご協力で順調に進んでおり、
目標を達成し
たい。
５０周年式典では東清州ＲＣとの交流を図ります。
◎吉澤文男会員増強委員長
純増１名、
なかなか難しい。
お力を貸して頂き、
情報を教
えてください。今後共ご協力の程よろしくお願いします。
◎島田秀和会員選考委員（加藤義雄委員長代理）
５０周年という事ですので、２、
３人の選考をさせて頂
きたい。ご協力お願い申し上げます。
９／１７田辺会員「私
の人生観とＲＣ」素晴らしい卓話を頂きました。
◎増島宏徳職業分類委員長
担当月
「脂質異常症」
、
ＲＩ会長の事等話しました。
ラスト
スパートで５人位入って頂けるのではないかと期待。
◎大野 康会報・広報委員長
橋本茂、大河原康行委員と担当。和やかな表情の写
真を撮るよう心掛けています。
６０周年、
１００周年に向け
委員会の役割として、普段のいろいろな場面、表情を記
録しておきたい。カメラを構えたらカメラ目線でにっこりし
て頂けると有難いです。
◎前島宏之雑誌委員長
松下寿夫、前久保まゆみ、大木重雄委員と担当。毎月
『ロータリーの友』紹介、市内１７か所に贈呈。横組Ｐ４７
「ご投稿お待ちしております」是非、お願いします。
◎中里昌平ロータリー財団委員長
地区へは間邉元幸委員に全部お願いして来ました。ク
ラブ寄付金は順調に納めています。ポールハリスフェロー
:山川会長、和泉委員長、髙橋幹事、私。
５０周年の打合せ
１／１４本格的に開始。更なるご協力をお願いします。
◎吉田健米山記念奨学委員（土屋良一委員長代理）
ベトナム出身・東京国際大学３年生ホアン・
フォン・チー
さんの世話クラブに指定、
４月より土屋がカウンセラー担
当。
チーさんは月１回、
例会で３分スピーチ。
夜間例会、
会員
が関係する他の公共的団体の事業に参加。各種行事に
参加する事で地域に親しみ、日本をより理解してもらうき
っかけとなればと思う。今後も会に溶け込み奉仕の精神
を学んでもらいたい。本年度５名の方より寄付。この度、
矢島高明会員より寄付を頂く。ご協力感謝致します。あと
１、
２名お願い出来れば有難いです。

国際ロータリー第２５７０地区大会

１２／６・７

キラリ☆ふじみ

写真撮影

髙橋 弘

※次週の例会案内は省略。

