石原橋下の釣人

“ 世界へのプレゼントになろう”
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「ロータリーの心を実践しよう」
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間邉会長
それでこそロータリー

【会長報告】
猛暑が続いております。熱中症にはくれぐれも
気を付けてください。
７／１０第１回会長幹事会が
魚一
（入間）
で開催。公式訪問、補佐訪問、ＩＭ等
（嵐山）
に
協議。
７／１１米山記念奨学部門セミナー
（良）委員長と出席。
チーさんはスピーチで土屋
土屋
カウンセラー夫妻には両親のようにいつも優しく
接して頂いていると感謝の言葉を述べていました。
【幹事報告】
補佐訪問は通常通りの例会、
翌週は休会。公式
訪問スケジュールをご確認ください。
「ＲＬＩ方式で
討論の後、
発表」
との事ですが、
昨年同様日高と合
同のため補佐にも実情をお話し、
「五大奉仕委員
長の発表」
となります。
入会３年未満の会員懇談会
１
１
：
２５。
写真撮影のため制服を着用してください。
◎例会変更のお知らせ
◇新所沢ＲＣ
（火）移動例会 寒舎 １８時半
・７／２８

・８／４
（火） 所沢市内５クラブ合同例会
ベルヴィザ・グラン
・８／１１
（火）例会取消（定款６－１－Ｃ）
・８／１８
（火）移動例会を通常例会に変更
・８／２５
（火）振替休会
（２２日、
所沢中央との合同野外例会）
・９／１
（火） 通常例会 ガバナー補佐訪問
・９／８
（火） 所沢市内５クラブ合同例会
ベルヴィザ・グラン ガバナー公式訪問
・９／２２
（火）例会取消（法定休日）
・９／２９
（火）移動例会
※事務局勤務時間変更 ９～１４時（７／１より）
◇所沢西ＲＣ
・８／４
（火） 所沢市内５クラブ合同例
ベルヴィザ・グラン １８時半
・８／１１
（火）例会取消（定款６－１－Ｃ）
・８／２５
（火）ガバナー補佐訪問
・９／８
（火） 所沢市内５クラブ合同例会
ガバナー公式訪問
・９／２２
（火）例会取消（定款６－１－Ｃ）
・９／２８
（火）クラブゴルフコンペ
◇所沢東ＲＣ
・７／２３
（木）７／２５
（土）納涼会振替
・８／６
（木） ８／４
（火）振替 所沢市内５クラブ合同例会
・８／１３
（木）例会取止
・８／２０
（木）ガバナー補佐訪問
・９／１０
（木）９／８
（火）振替 所沢市内５クラブ合同
例会 ガバナー公式訪問
・９／１７
（木）例会取止
【委員会報告】
（良）
君
◎米山記念奨学委員会
土屋
特別寄付、
土屋崇幹事、
和泉由起夫副会長より
米山記念奨学部
頂戴
（拍手）
。
７／１１国立女性会館、
門セミナーに会長と出席。奨学会についての説明
の後、
奨学生による３分間スピーチが行われました。

◎雑誌委員会
藤原君
『友』
７月号。
『ロータリーの友』創刊は６３年前。
当時２０円、
今２００円。
４０年間据え置きだそうです。
日本の９万人弱の会員分１８００万円があってもま
だ大変との事。ＲＩ会長『世界へのプレゼントに
なろう』の
「プレゼント」
とは何か、Ｐ１９に書いて
あります。Ｐ２１、理事１９名のうちの日本人・杉谷
氏「世界に役立つこと」
。縦組Ｐ９～「わがまち…
そしてロータリー」は「２０１
４年１月号」位からのシ
リーズで、そのクラブやまちの事がよく分かるの
で僕は好きで見ています。
【出席報告】無断欠席なし
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【Ｍ
Ｕ】
（第３Ｇ）間邉君、土屋
（崇）
君
７／１０
（地区）間邉君、土屋
（良）
君
７／１１
◎ムーミンテーマパーク誕生を祝う市民のつどい 矢島（巌）
君
（水）
１５～１６時半ヘリテイジ６Ｆで歓迎式
７／２２
を開催。大勢のご参加をお願いします。
【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・内孫（男の子）が生まれました。
新井君
・入会記念お祝い有難うございました。 杉田君
・ムーミンテーマパーク開設おめでとうございます。
矢島（巌）
君
君
・早退
馬場君、大野（泰）
本日計１
１，
０００円、累計額８０，
０００円。
（吉）
、石井会員です。
◎２２日例会当番は細田
＝クラブ協議会＝
司会：間邉会長
◎服部融亮社会奉仕委員長
「計画書」Ｐ３０
「活動計画」
５）
協力は
「環境保全
委員会」
のみに修正となります。山岸敬司、馬場正
春委員と担当。
「社会奉仕」
は人々の生活の質を高
めるため、時には他団体と協力しながら会員が行
うさまざまな取り組みから成るもの。１）さきたま
古墳群の世界遺産登録運動、秩父夜祭のユネス
コ文化遺産登録運動、ブライダル事業の推進。
２）担当卓話９／１６は私の方でやらせて頂きます。
３）市社協に協力。４）過去の事業の検討・継承。
そして５）
。
１年間よろしくお願い致します。
◎大野 康環境保全委員長
柏木正之委員と担当。１）
「相手を思いやり行動
しよう」
を環境保全の観点から具現化したい。
もっ
と良い環境を次世代に引き渡すため、ロータリア
ンが個人レベル、企業・組織レベルで行動を起こ
すための提言を行う。２）
「はんのう市民環境会
議」との連携。３）ごみ袋の寄贈等。４）飯能市の
環境の
「良さ」
をアピールするため、ロータリアンが
出来る事を模索、
「水源地としての重要性」
等、
山間
地の意義に光を当てたい。ムーミンテーマパーク
の社長もおっしゃっていたが、他所の方が飯能市
の「良いところ」に光を当てて下さる。住んでいる
人間が気付かない事をロータリアンで再確認し
守って行こうという活動に繋がればと思います。
これらは、地区の
「ロータリーの心を実践しよう」
、
ＲＩのプレゼントを具現化するものであると確信
しています。ご理解ご協力をお願い申し上げます。

◎杉田一昭会報・広報委員長
半田武、
矢島高明委員と担当。
指導書には
「常に
世間の人にＲＣの事をアピールせよ」と書いてあ
る。外部の人に理解して頂くため、クラブの情報
や活動等を提供し、広報を通じて増強に繋げた
い。メディアの方の連携、ご協力をお願いしたい。
会報は正確な情報を記載、会員相互の親睦にな
ればと思っております。更なる周年に向け、記録、
保存、管理に努めます。よろしくお願いします。
◎藤原秋夫雑誌委員長
ただ『ロータリーの友』の記事を紹介するだけ
でなく、書いた方等に連絡を取って中身等も煮詰
めて話が出来ればなぁと思っています。期待はし
ないでください。福島毅、松下寿夫委員と持ち廻
りで楽しい紹介をしたいです。
１年よろしくお願い
します。
◎新井景三ロータリー財団委員長
（行）
木川一男、
髙橋 弘委員と担当。
間邉会長、
吉田
ＳＡＡから早くもご寄付をお預かりしています。
正式発表は補佐訪問時に行います。私の時は円
高でしたが今は１２万４千円。時のレートで申し訳
ないのですが補佐訪問の前までに是非ご配慮を
お願いします。内容につきましては例年通り。皆
様方のご理解をよろしくお願い致します。
◎土屋良一米山記念奨学委員長
吉島一良委員と担当。奨学生はサイクルが４月
～翌年３月で一寸ずれてしまうのですが、昨年４
月からホアン・フォン・チーさん：東京国際大学
（現
４年生）
の世話クラブとして支援させて頂いてい
ます。前年度に引き続き、会員と奨学生の交流を
通じて国際交流の一翼を担っていきたい。１）奨
学生に毎月例会に出席して頂く。夜間例会、地域
の事業等にも参加して頂いて支援をし、
国際社会
に羽ばたくお手伝いをしたい。２）
１１／２５奨学生
卓話を企画。３）米山の特別寄付は１０万円単位。
今は円安で有利。ご協力をお願いしたい。従前は
所得控除だけだったが今は税額控除も認められ
昨年１０万円寄付したところ４万円弱の控除とな
った。所得がとんでもなく多い人は関係ない話で
すが、通常の人でしたら、いい話だと思います。
◎市川 昭会計
「計画書」Ｐ５０
「第５２期予算書」特に夜見て頂く
と気持ち良く寝られますのでご覧になって頂きた
い。事務局の力強いお二人にバックアップして頂
けるので安心して１年間やらせて頂こうと思って
います。親睦活動委員も兼ねていますが、予算が
親睦に偏らないようにします。各委員会の活動を
活発にして頂くため、若干ですが補助をさせて頂
くように最近はなっておりますので、積極的にご
参加の上、活発な１年にして頂けたらなと思って
おります。どうぞよろしくお願い致します。
◎森 健二青少年奉仕委員長
小川晃男、大野泰規委員と担当。
「四大奉仕」
の
社会奉仕の中の１つだったのですが、ここで組織
が「五大奉仕」に変わり、
「青少年奉仕委員会」と
して独立、生まれたばかりで、これからなのかな
という気がします。今、若年層の貧困、その連鎖が
この豊かな日本にあって大きい問題になっていま
す。青少年がきちんと教育を受けて、きちんと職
業を選んで、きちんと生活をしていけるという、１
つのきっかけとなるよう、何とかその辺に光を当
ててみたいなと思っています。
１年間よろしくお願
い致します。

