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「ロータリーの心を実践しよう」
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・点 鐘 間邉会長
・ソング 我等の生業
【会長報告】
（健）
パスト会長よりソウル国際大会ガバナーズ
吉田
ナイトの本を頂きました。事務局に預けておきます。
安藤会員、お久し振りです。加藤パスト会長、最後ま
でご出席頂き有難うございます。先週、和泉副会長
と日高クラブへ。いつも通り温かい雰囲気でした。
元の商工会、
平屋建ての素敵な建物でした。
一年を振り返りますといろいろな事がありまし
た。貴重な経験をさせて頂きました。
その中で、高柳
ガバナーの「人との出会い、縁を大切に」の言葉が
印象に残り、実感致しました。まだまだ未熟な私で
すが何とか一年間務める事が出来、
こうして最後の
例会を無事迎えられました事は先輩方々のご指導、
会員皆様のご協力のお蔭と感謝申し上げます。事務
局の西川さん、西脇さん、お世話になりました。ヘリ
テイジのスタッフの皆様、毎回有難うございます。
飯能ＲＣのさらなる発展、小川年度の隆盛を心よ
りご祈念申し上げます。本当に有難うございました。
【幹事報告】
・７月ロータリーレート １ドル＝１０６円
（火）
間邉年度の反省会を
「休暇村奥武蔵」
で
７／１９
開催。
ご参加よろしくお願い致しま
す。一年間有難うございました。
【委員会報告】
◎次年度会長
小川君
本日、パスト会長会。
「ガバナー
補佐選出」の件について。
◎雑誌委員会
藤原君
『友』６月号紹介。
横組Ｐ８～
「同じ
名前」
のクラブ紹介。Ｐ２０、
ＲＩ会長

の奉仕の一年。縦組Ｐ２０
「東京の超高層ビルの話」
私が建築に携わっているので面白いと思いました。
◎次年度出席向上委員会
中山君
欠席届を配付。
ご利用ください。
◎加藤義雄会員 退会のご挨拶
Ｓ５７年７月入会。
３４年間、
皆様方とご一緒願えまし
て本当に有難うございました。今年１月、
満９０才にな
り衰えて参りましたので、お名残り惜しうございます
が今年度で退会する事に致しました。皆様には大
変お世話になり、心から御礼申し上げます。ＲＣは
職業人の集いですが、奉仕の理想を高く掲げ、思い
やりの心、利他の精神、超我の奉仕を標榜し、四つ
のテストを斉唱し、又、
その中で親睦を柱に切磋琢
磨して己を高める、謂わば自己研鑽の場であります。
私も素晴らしい方々に囲まれ、多くの事を学ばせて
頂きました。
２０数年前、
森三郎ガバナー公式訪問時
の卓話が頭を過ります。ポール・ハリスは生前「ロー
タリアンはいくつになっても豊かな少年の心を胎蔵
していなければならない」
と言っておられたそうです。
「豊かな少年の心」
とは、
感動する心、純真無垢な心、
真実を求めて止まない心、
正義を愛す心、
等々である
と説明されました。私はこの卓話を聴き、
ハッと心の
底から感動し、
Ｐ・ハリスの偉大さを改めて知り、
ロータ
リーが俄然好きになったのでござい
ます。
退会致しましてもロータリアン
であった事を誇りとし、Ｐ・ハリスの言
われた「少年の心」を持ち続けたい
と思っております。どうぞこれからも
今まで同様に、何処で会っても
「やあ」
と言い、
「遠い時には手を振」
って頂
きたいと思います。クラブの益々のご
発展と皆様のご健勝ご繁栄ご多幸を
心より祈念申し上げます。

【出席報告】

前島出席委員長
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【Ｍ
Ｕ】
（日高）間邉君、和泉君
６／２１
【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・長い間大変お世話になりまして有難うございまし
た。
加藤君
・加藤さんＲＣでは永い間ご指導頂き有難うございま
（巌）
君
した。今後共お元気で頑張って下さい。 矢島
・この度は病気に対し皆様に大変お世話になり有難うございまし
た。
順調に回復しております。
完全復帰を目指し頑張ります。
また
本年度間邉会長さんを始め皆様ご苦労様でした。 安藤君
・中里さん秩父の大ゴルフ大会で優勝おめでとうご
ざいます。
田辺君
インターハイ北関東予選１３ｍ４９（自己新）
・高１砲丸娘、
大野
（康）
君
で優勝。岡山インターハイ決定です！
・お誕生日、いつもなら例会はお休みです。今日は
例会があってうれしく思います。
大木君
・入会記念日のお祝い有難うございます。 本橋君
・妻の誕生日お祝い有難うございました。 杉田君
・雑誌委員会一年間有難うございました。 藤原君
・間邉会長はじめ役員の皆様一年間ご苦労様でした。
又、次年度小川会長、矢島幹事、頑張って下さい。
山川君
無事フィンランドに行ってきました。
・一年間お世話になりました。
（崇）
君、吉田
（行）
君
間邉君、和泉君、土屋
・これから一年間よろしくお願いします。 小川君
・誕生＆入会記念有難う。
新井君
（良）
君、吉澤君
・早退
土屋
本日計 ４１，
０００円、 累計額 １，
１６９，
０４１円。
◎６日例会当番は沢辺、坂本会員です。
＝クラブ協議会＝
司会：間邉会長
◎安藤泰雄ロータリー情報委員長報告
１０日程入院しましたが完全復帰に向け頑張りた
いと思います。吉田武明、山川荘太朗委員と担当。
中
長期計画のため、昨年末、
７名でクラブ戦略会議を
開催。２月、小川先生よりそのご報告。一年間お世
話になり有難うございました。
◎神田敬文親睦活動委員長報告
細田吉春、吉澤文男、市川昭、
中山久喜、本橋勝、
坂本淳二委員と、会員相互の親睦が深まる事をしよ
うと企画・運営。入会記念はスイスのお菓子、結婚
記念はヘリテイジ食事券、会員誕生日は和田金ハン
バーグ、夫人には薔薇の花束と、記憶に残る物を考
えました。
４回の夜間例会は８／２６お世話になった
３／２２日高と
マロウドで、
１０／２１ＢＢＱパラダイス、
１２／１６Ｘマス家族会
合同、
ヘリテイジ、
６／８大松閣。
ではサンタの衣装で会長幹事がプレゼントを配付。
４／１５
（日高
親睦ゴルフは飯能グリーンＣＣ１１／１２、
合同）
。親睦旅行は東北へ。
中尊寺、毛越寺、猊鼻渓
とゆっくり回り、美味しい食事を堪能しました。
◎神田康夫職業奉仕委員長報告
大木重雄、川口浩委員と担当。地区セミナーで、
「真実→事実？」
「公平→公正？」
「
『関係する』
が訳さ
れていない」
等の指摘があり
「解釈に疑義が生
、
じたら
英語版が正文」
とあるため、The Four-Way Testのボー
ドを作製、唱和も試みました。
「テスト」は単数形で
す、
という問題提起だけしておきます。

◎中里昌平国際奉仕委員長報告
矢島巌、
島田秀和、
小谷野正弘委員と担当。恒例、
留学生の日本語スピーチは、
２年程でよくここまでと
（健）
さんはソウル国際大会
感心します。
５／２８～吉田
へ。国際大会参加の名目で行っている海外旅行は、
７月に報告します。
６／１５～フィンランドへ。
◎雨間保弘会員増強委員長報告
細田伴次郎、大崎光二、塩野裕委員と担当。会員
を増やす事は人生の師を得る事、新会員が入会す
る事で新風が流れ、
会が活性化するとの思いで全員
で増強の意義を話し合い、候補者を探し勧誘に努
めましたが残念でした。
１９名に声掛け、
９名勧誘。
進
行中の３名は次年度へ引き継ぎます。選考、
分類委
員会、会員皆様のご協力に感謝しております。
◎服部融亮社会奉仕委員長報告
山岸敬司委員は他界され、馬場正春委員と担当。
「
（一社）飯能インターナショナルスポーツアカデ
９／１６
ミー」
について卓話。設立パーティへの多くのご参加
に感謝。
サッカージュニアユース２２名のうち半数は
県外メンバー。遠くは小田原から通い、佐久からの
移住者も居ります。準加盟で県大会出場し、健闘。
バレエはシニアが多く、
ヒップホップは幼稚園～小
学生。地区製作の交通安全幟旗を配付。熊本地震
への募金は会長から市へお渡し頂きました。
◎大野康環境保全委員長報告
柏木正之委員と担当。
「環境が人をつくる」
と言われ
ますが
「人が環境をつくる」
のも確か。どれだけ飯能
市の良い環境をつくれるか、
ロータリアンとして積極
的に関われる事があるのではと考え、
２／１０に卓話。
草刈り。
環境緑水課と連
５／２１秩父・ロータリーの森、
携、
ゴミ袋寄贈。
ロータリアンが中心的役割を果たせ
るのでは…という事をひしひしと感じております。
◎杉田一昭会報・広報委員長報告
半田武、矢島高明委員と担当。文化新聞さん、飯
能日高テレビさんのお蔭で何回か報道されました。
ツーデーマーチへも多くの参加有難うございました。
◎藤原秋夫雑誌委員長報告
福島毅、松下寿夫委員と担当。毎月『ロータリーの
友』紹介、
１７か所への配付を行いました。
◎新井景三ロータリー財団委員長報告
（行）
木川一男、髙橋弘委員と担当。間邉会長、吉田
ＳＡＡ、木川委員、服部会員には早々に寄付のお申
込みを頂きました。
円安１
２
４円でしたが今日は１
０
６円。
差が大きく、
申し訳なかったなと思うのですが、相場
なので私の責任でもなく、お許し頂きたい。
◎市川昭会計報告
事務局を中心に書類作成を進めております。会員
数が減り、
予算より収入が少なく、繰越金も減ってお
りますが、概ね順調に決算。事務局のお二人のご協
力にも感謝しております。
◎バッジの交換

