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「ロータリーの心を実践しよう」
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例会

例会場：ホテル・ヘリテイジ飯能sta.

ロータリー親睦活動月間
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崇
当 番 大野（泰）君、齋藤君

・点 鐘 間邉会長
・ソング それでこそロータリー
・ビジター （日高）会長：古本良子様
会長エレクト：清水敬一郎様
【会長報告】
日高クラブより先程、
宿題を頂きました。次期
ガバナー補佐の件、小川
年度に早速引き継ぎたい
と思います。
飯能クラブの重鎮、在籍
３４年の加藤義雄パスト
会長より、今年度で退会
との届けが出されました。
誠に残念ですが、是非息子さんの入会をよろ
しくお願いしたいと思います。
先週は最後の夜間例会、多数参加して頂き
有難うございます。親睦活動委員会の皆様に
は最後まで本当に有難うございました。
安藤会員のお見舞いに土屋（崇）幹事と行き
ました。詳細は土屋ドクターより報告します。
【幹事報告】
安藤会員は手術を終わって在宅療養中。い
ましばらく療養したいとの事。顔色も良く食
欲も普通という事でしたので、早々に例会に
出席出来るかと思います。次週は例会取消、
６／２９最終例会は６Ｆとなります。
◎例会変更のお知らせ
◇所沢中央ＲＣ
・６／２７（月） 移動例会 所沢パークホテル
「離宮」点鐘１８時半
◇所沢西ＲＣ
・６／２８（火） 夜間例会 堤新亭 点鐘１８時半

【委員会報告】
◎次年度会長
小川君
次々年度、飯能からガバナー補佐をとのオ
ファー。内容が次年度に関わる事なので、間
邉会長からの招集でなく、あえて私の方から
「パスト会長会」
の開催をお願いしたいと思い
パスト会長の
ます。
６／２９（水）１３：４０位から。
皆様よろしくお願い致します。
◎雑誌委員会
福島君
「友」
６月号。縦組、
ｉＰＳ細胞について、
ノー
ベル生理学賞受賞の山中先生の記事。
Ｐ７
「作
ったのは私ではなく、私の研究室の若い学生
や研究者です」
。
こういう謙虚さが必要なのか
なと思いました。Ｐ１１、
南相馬市の震災の現状
と復興について。
Ｐ２８、
小川ＲＣの取り組み。
横組Ｐ２２、熊本地震ではＳＮＳで情報が飛ん
だ事等、現状が詳しく載っています。
【出席報告】

伊澤出席委員
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【Ｍ
Ｕ】
６／７（越生毛呂）土屋（良）君
【結婚・誕生日祝】
坂本親睦活動委員
◇入会記念日おめでとう
新井君、
藤原君、
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

【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・お誕生日祝い有難うございます。お陰様で
元気になりました。
大木君
和泉君
・お誕生日祝い有難うございます。半田君、
・入会記念祝い有難うございます。伊澤君、
福島君
・飯能ＲＣの皆様、
お世話になります。本日は新旧
でおじゃましております。今後もよろしくお願
い致します。
（日高）古本様、清水様
・日高ＲＣ古本会長、
清水会長エレクト、
ようこそ
（伴）君、
田辺君
いらっしゃいました。大木君、
細田
（崇）
君、
吉田
（行）君
間邉君、
和泉君、
小川君、
土屋
（健）君、
髙橋君、
森君
吉田
・古本会長、
清水エレクト、
一年間お世話になりま
した。
引き続き次年度もよろしくお願い致しま
（高）
次年度幹事
す。
矢島
・早退
石井君、
髙橋君
本日計２８，
０００円、累計額１，
１２８，
０４１円。
◎２９日例会当番は島田、杉田会員です。
＝クラブ協議会＝
司会：間邉会長
◎間邉元幸会長報告
前年度は創立５０周年記念式典が盛大に開
催されました。
今年度はＲＣの原点に還って一
つ一つの事業を地道に進め、
「相手を思いやり
行動しよう」をスローガンに活動。中でも、
英
語版四つのテスト、交通安全幟旗、平泉・中尊
寺金色堂方面への親睦旅行、
ツーデーマーチ、
２７００例会、熊本地震義援金等が印象的でし
（行）
ＳＡＡ、小
た。和泉副会長、土屋（崇）幹事、吉田
川エレクトには大変お世話になりました。会員
皆様のご指導ご協力により無事任期を務める
事が出来、心より感謝申し上げます。
◎和泉由起夫副会長報告
クラブによっては、
幹事、
副会長、
エレクト
（の役柄）
が組織的にかなり違うところもある
ようですが、その時の職をしっかり務めてい
きたい。会長補佐で代理出席した際に感じた
のは、高柳Ｇの「どんなに小さな奉仕活動で
あっても…新たな出会いが生じます。…一人
ひとりの人生を豊かなものにし…その人の人
生において大きな価値を生んでくれるだけで
なく、私たちの人生も豊かなものにしてくれ
ます」
。
いろんな方と会った事は大きな財産。
良いクラブになるよう努めます。
◎土屋 崇幹事報告
ＲＩ、地区、そして間邉会長の「相手を思い
やり行動しよう」
のスローガン。７／１クラブ
協議会でスタート。７月、
Ｇ補佐。
８月、公式訪
問、夜間例会。１０月、親睦ゴルフ。１２／１６クリ
スマス家族会。サンタクロースに扮し、思い出
に残る会となりました。
新年、市長、県議卓話。
２月、駿大日本語スピーチコンテスト入賞者
卓話。入間・
ＩＭ、
凝ったクラブ紹介で中山会員
が精魂込めてスライドを作成。印象に残るＩＭ
でした。３月、本庄・地区大会は多くの参加者。
１５東北へ。
親睦委員の至れり尽くせり、
５／１４・
印象に残る素晴らしい旅行でした。５月、
飯能
新緑ツーデーマーチは最高の２１名参加。交通
安全標語の幟旗事業は今までに無いもの。年
間を通じてバラエティに富んだ印象に残る例
会。
担当された会員には敬意を表します。
仕事
柄、理事会に間に合うかいつもひやひやして
いましたが、何とか務める事が出来ました。

会員、事務局のご協力に感謝申し上げます。
◎吉田行男ＳＡＡ報告
会長を支える立場で勉強させて頂きまし
た。最初のうちはニコニコの処理もあたふた
しておりましたが、経験者の矢島さんや増島
さんにアドバイス頂き有難うございました。
時間厳守のため、
１００円の時計をちらつかせ、
失礼な事もあったかと思いますが、スムーズ
な運営が出来ました事、感謝申し上げます。
◎小川晃男会長エレクト報告
会長の動きを拝見し勉強し「来年こういう
事をやるんだなぁ」という思いで過ごした一
年でした。来月からの皆様のご協力を心から
お願い申し上げます。
◎増島宏徳クラブ奉仕委員長報告
「クラブ奉仕」
は定款では
「クラブの機能を充
実させるためにクラブ内で会員がとるべき行
動に関わるもの」
で、
「営業」部門と
「管理」部門
の
「管理」
の方。クラブが充実するよう考えま
したが、研修委員会が飯能には無いので、
研修
の代わりに、ポール・ハリス、初期ＲＣの話を
しました。クラブは人数が居ないと動きませ
んので、会員増強という事で２人にアタック
しましたが、１人は自治会の事が忙しく今は
ダメ。１人は保留という事になっています。
◎森 健二青少年奉仕委員長報告
教育長卓話を頂く。クラブ全体としては米
山奨学生、駿大留学生と、青少年にいろいろ
手当てして頂き、委員会としてはそれについ
て行ったという形になったかと思います。
◎大附富義会員選考委員長報告
齋藤文雄、石井道夫、平沼雅義委員と担当。
会長方針は２名増強。残念ながら１人だけ選
考、成立はしませんでした。増強で増島先生
の卓話、私共で第２弾のパネルディスカッシ
ョンと増島先生の卓話を実施しました。
◎田辺 實職業分類委員長報告
加藤義雄、吉田健委員と担当。加藤パスト
会長、最後の委員会でご指導賜り有難うござ
いました。大分類を一部統合、中分類で１業
種同一会員が分かり易くしました。２回の委
員会を開催。２名の職業分類を行いました。
◎前島宏之出席委員長報告
伊澤健司委員と担当。
ＩＭ、
地区大会と多数
参加頂いた事、御礼申し上げます。
１００％出席
の方には記念品を贈呈させて頂きます。
◎中里忠夫プログラム委員長報告
２６５４～２７０６例会、
５３回。出席したくなる、
出席して良かったと感じるプログラムを企画
運営。橋本茂、沢辺瀞壱委員、各委員長のご協
力で、経済、文化、スポーツ、他、いろいろな分
野の講師をお迎え出来ました。皆様の絶大な
るご協力に感謝申し上げます。
◎土屋良一米山記念奨学委員長報告
吉島一良委員と担当。世話クラブとして一
昨年４月から奨学生ホアン・フォン・チーさん
を支援、私が継続してカウンセラーを務めさ
せて頂いた。奨学生による例会での３分間ス
ピーチ、夜間例会への顔出し。１１／２５奨学生に
よる卒業論文についての卓話。このような活
動をしてもらう事で、
当初、人前では緊張感で
上手く話せなかったが、
最近では緊張感も無く
なり、
人前でもしゃべれるようになってきた。
４名の会員より特別寄付を頂きました。ご協
力有難うございました。

