石原橋下の釣人

“ 世界へのプレゼントになろう”
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ラビンドラン
高 柳 育 行

「ロータリーの心を実践しよう」
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当 番 福島君、細田（伴）君

・点 鐘 間邉会長
・ソング 君が代 奉仕の理想
・四つのテスト斉唱 神田（康）職業奉仕委員長
・ビジター（日高）会長：古本良子様
幹事：小坂雅彦様
（堺）西座新二様
（富田林）道田憲逸様
【会長報告】
遠方より西田様、道田様、日高より古本会
長、小坂幹事、ようこそ。１年間楽しくやり
ましょう。よろしくお願いします。
前年度は山川会長の下、役員、委員長、会員
への連携がスムースに行き届き、
５０周年事業
が見事に開催されました。今年度はＲＣの原
点に還り、飯能クラブの良き伝統を守りなが
ら地道に活動して参ります。幸い土屋（崇）幹
事をはじめ頼りになる役員の方々と志を一つ
に、１年間一生懸命クラブに尽くしたい。温
かいご支援よろしくお願い申し上げます。
増強１名との事で前年度吉澤文男委員長に
バッジ贈呈（拍手）
。
前年度職業奉仕委員会よ
り名入れジャンパー１０着を頂きました。
昨日、宮沢湖に、ムーミンのテーマパーク
開設が決まりました。明るいニュースではな
いかと思います。
【幹事報告】
９月分を含め、
本日第２・３回理事会を開催。
前回議事録確認。
「年度計画書」配付。
寄付・協賛
金承認。８・９月プログラム概ね了承。
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今年度 会報・広報担当：

杉田一昭

半田

武

矢島高明

補佐訪問は通常通り。８／５公式訪問は日高と
合同。制服着用。入会３年未満の方は１１時半
集合。点鐘１２時半。午後３時終了予定。
事務局用駐車場１台分を確保しました。
◎例会変更のお知らせ
◇所沢ＲＣ
・７／２８（火）移動例会 ベルヴィ ザ・グラン
・８／４（火） 所沢５クラブ合同例会
（移動夜間例会）ベルヴィ ザ・グラン
・８／１１（火）例会取止（定款６）
・８／１８（火）ガバナー補佐訪問
・８／２５（火）例会振替８／２８
（金）納涼会 ワルツ屋上
◎（日高ＲＣ）
古本良子会長よりご挨拶
経験ある方が退会、
若い方々が入って下さり
会員は現在２０名弱。
知識の少ない会長を先頭
に共々頑張っていこうと今日を迎えました。
少しでも一人一人が成長していけるように、
飯能クラブより変わらぬご指導ご鞭撻を頂戴
したいと思います。
よろしくお願い致します。
【出席報告】ＭＵ・無断欠席なし 前島出席委員長

会 員 数
当
日
前々回修正
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【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・本日はお世話になります。一年間よろしく
お願い致します。
（日高）
会長：古本良子様、幹事：小坂雅彦様

・堺ＲＣ西座様、富田林ＲＣ道田様、日高ＲＣ
会長・古本様、幹事・小坂様、よろしくお願い
致します。
間邉君、土屋
（崇）君、小川君
細田
（吉）君、神田
（敬）君、安藤君、和泉君
山川君、吉田（行）君、田辺君、髙橋君、矢島（高）君
・間邉会長をはじめ役員の方々、一年間よろしく
お願い致します。 大附君、安藤君、矢島
（高）君
・中里（忠）さん、ホールインワンおめでとう
ございます。 平沼君、吉田（健）君、加藤君
・２８日の
「受章を祝う会」
ではＲＣの皆さんには大変
お世話になりありがとうございました。発起人の皆
様にも心からお礼申し上げます。
神田（康）君
・長年ご指導ご支援頂きありがとうございま
した。
小崎裕之様
本日計３８，
０００円、累計額３８，
０００円。
◎８日例会当番は橋本、平沼会員です。
＝クラブ協議会＝
司会：間邉会長
◎間邉元幸会長
創立５２年目。ロータリーの原点に還り、クラブ
の良き伝統は守りながら、時代の変革にも対応出
来るように努めて参ります。ラビンドランＲＩ会長
は「世界へのプレゼントになろう」
、高柳ガバナー
は「ロータリーの心を実践しよう」がテーマ。私は
それを基に６項目を目標にしました。
１）
会員増強：
組織力を保つため、女性を含め６０人体制に。２）
バランスのとれた親睦と奉仕：仲良しクラブだけ
でなくきちんとした奉仕を。３）全員参加の充実し
た例会：食事だけでなく目的を持つ。４）財団・米
山への支援・協力。５）公共的イメージの高揚：
各個人が日頃のイメージアップを図る。６）中・長
期計画：ＲＣの基本は単年度だが、多年度を想定
して副会長・エレクトと共に計画したい。スローガ
ンは「相手を思いやり行動しよう」
。ご支援ご協力
を重ねてお願い申し上げます。
◎和泉由起夫副会長
ロータリーの綱領「有益な事業の基として奉仕
の理想を持つ。知り合いを広める。事業、専門職
務の道徳的水準を高め、有用な業務を尊重し、業
務を通じて社会に奉仕する。日常、事業生活およ
び社会生活に奉仕の理想を持つ」
。この理念を基
に、会長の方針を理解し、クラブのお役に立つよ
う頑張りたい。
◎土屋 崇 幹事
要覧によると
「幹事」
は会員
の記録を整理し保管する。諸
会合の通知を送り、議事録を
作成、
保管する。
会員の報告書、
ＲＩ
・地区への報告書の作成。
クラブと地区、
ＲＩとの
「橋渡し
役」
です。例会の出席の記録、
月毎の出席率の報告は事務
局にお願いする事になるかと
思います。情報が集中する立
場として、役員、委員と協力
し、効果的なクラブ運営に努
めていきたいと思います。

◎吉田行男ＳＡＡ
馬場正春副ＳＡＡと担当。例会は重要な基本
活動。時間厳守で品位ある運営に努めたい。会
長方針に従って幹事・各委員長と充分連絡を取
る。食事は楽しい時間となるよう明るい雰囲気づ
くりに努めます。ニコニコＢＯＸへのご協力をよろ
しくお願いします。
◎雨間保弘会員増強委員長
細田伴次郎、塩野 裕、大崎光二委員と担当。会
員を増やす事は人生の師を得る事。新会員入会
で新風が流れ、会が活性化します。委員会のテー
マは会員基盤の維持と拡大。女性を含め
「２名」
入
会を目標に分類、
選考とスクラムを組み活動して
参ります。増強は一委員会の力で出来るものでは
なく「会員一人一人の責務」と地区協議会では話
されていました。全員の力をお貸し頂き、候補者
を探し入会を勧めたい。
よろしくお願い致します。
◎大附富義会員選考委員長
私は入会２７．
５年。齋藤文雄、石井道夫、平沼
雅義委員は皆３０年以上のベテランです。協力し
て一人でも多くの増強に努めたい。会長方針は純
増２名ですので頑張ってやっていきたい。
◎田辺 實 職業分類委員長
加藤義雄、吉田 健委員と担当。
「１人１業種」
は
２００１年に
「５人」
までとなりました。職業の多様
化・専門化で職種が細分化され、新しい職種が
数多く生まれています。本年度は大分類を一部
統合し、中分類において１業種同一会員を判り易
くしました。未充填職業の一覧を作成しましたの
で、増強重点職種として推薦の参考にして頂き、
より良い、相応しい人に入会して頂けるようお願
い申し上げます。
平成２７年８月のプログラム
（月間テーマ
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会員増強および拡大月間）
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【四つのテスト】 市

ガバナー公式訪問
飯能・日高合同例会

川 君
伊 澤 君
［会長・幹事］

例会取消（定款による）
【結婚・誕生日祝】 加 藤 君
卓話「物づくりは人づくり」
～風土改革への挑戦
（康）
君
神田
席］
(株）テラダイ 代表取締役 寺園智樹様［ 出
木 川 君
夜間例会
小谷野君
マロウドイン飯能 点鐘１８：００ ［親睦活動］

