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【会長報告】
昨日、
新年度の表敬と公式訪問時の打合せを
兼ね、
矢島幹事と日高ＲＣに行って参りました。
ＲＣ年度は
「７月１日」
始まり。最初４人で会合
を開いたのが１９０５
（明治３８）
年。
１９１０年には
全米１６クラブ合同で第１回「全米ロータリー
クラブ連合会」
大会を開催。
それが８月１８日だっ
た。
翌年も８月に第２回を開催。その次の年は
カナダに新しくＲＣが出来たので
「国際ロータ
リークラブ連合会」
と改称。その時、
ある会計士
から
「８月の大会は良いが、
会計準備のため会計
年度は『６月３０日』
を最終日にしてはどうか」
と
の提案があり、
翌１９１３年以来、
ＲＣの会計年度
は
「７月１日」始まり
「６月３０日」最終日となった
そうです。その後「暑いから大会は６月あたり
にやろう」
という意見が出て、１９１７年からは
６月開催になったのですが、会計年度だけは
そのままで残っているという事です。

【幹事報告】
日高の会長幹事と私共４名で公式訪問のタ
イムスケジュールと詳細の打ち合わせをしま
した。入会３年未満の方と前嶋ガバナーとの
（泰）
、
坂本、
奥冨会員が対象。
１１階
懇談会は大野
にて１０時半集合、
１１時開始です。
当日までに
詳細を詰め、改めてご連絡申し上げます。
◎例会変更のお知らせ
◇狭山中央ＲＣ
・７／２６（火） 家族同伴夜間例会に振替 喜代川
・８／１６（火） 例会取止（定款６―１―Ｃ）
◇所沢西ＲＣ
（水）市内５クラブ合同夜間例会
・８／２（火） 振替休会８／３
・８／１６（火）例会取止
・８／３０（火）例会取止
・９／６（火） ガバナー補佐訪問
（月）ガバナー公式訪問
・９／１３（火）振替休会 ９／１２
市内５クラブ合同夜間例会
・９／２０（火）例会取止
◇入間南ＲＣ
・７／２７（水）納涼家族会「入間基地花火の夕べ」点鐘１９時
・８／２（火） インターアクト年次大会に振替
・８／１６（火）例会取止（定款６―１―Ｃ）
・９／１３（火）月見家族会
・９／２７（火）ガバナー公式訪問 武蔵クラブ 点鐘１２時半
【委員会報告】
◎前年度幹事
土屋（崇）君
年次報告を各委員長よろしく。
７／１９夕刻
より間邉年度反省会。出欠は本日まで。
◎米山記念奨学委員会
小谷野君
（土）女性教育会館・地区セミナーに参加。
７／９
奨学金は勉強のためでなく友好を深めるため
であるとの事。奨学生１６名中１３名が出席、
「奨
学金で助かっている」とのお話がありました。

【出席報告】

奥冨出席向上委員

会 員 数
当
日
前々回修正
全 数 対 象 出席数 出席率 出 席 率
【Ｍ
Ｕ】
７／９（地区）小谷野君
（日高）小川君、矢島（高）君
７／１２
【結婚・誕生日祝】
山川親睦活動委員
◇入会記念日おめでとう
細田（伴）君、神田（康）君、雨間君、杉田君
◇会員誕生日おめでとう
４川口君、
９田辺君、
１０安藤君、
２３神田（康）君
◇夫人誕生日おめでとう
１８中里（昌）夫人
【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・入会記念日お祝い有難うございます。
雨間君、神田（康）君、細田（伴）君
・お誕生日お祝い有難うございます。
川口君、田辺君、安藤君、神田（康）君
・妻の誕生日祝い有難うございます。中里（昌）君
・男児の孫が７月１１日誕生しました。安藤君
本日計２１，
０００円、累計額３９，
０００円。
◎２０日例会当番は髙橋、土屋（崇）会員です。
＝クラブ協議会＝
司会 小川会長
◎和泉由起夫会長エレクト
副会長もエレクトもノミネートされている立場。
会長として適格かどうか、
指名されるまで小川会長
の強調事項を順守し、ガバナーエレクトの指針を
学ぶに当たっては、
会長エレクト研修、
地区研修、
協議会に備えたい。
皆様のご協力を得て、
効果的な
クラブとなるための戦略計画の検討に入ります。
一会員として職業奉仕の観点から新年度スタート
に思う事が１つございます。
前嶋ガバナー指針
「地
域の人々にロータリーを知っていただこう
（公共イ
メージと認知度の向上を）
」
。
どの程度ＲＣが認知さ
れているか
「肌寒い」
ところがあり、
第２７７０地区と
協力して広報を強めたいとの事。
小川会長も中長期
の視点から認知度向上が重要と謳っておられる。
地元飯能ＲＣがあってこそのＲＩ。
この一年は修業
の身ですが職業奉仕の一環として、
認知度を高め
るため放送・
ソーシャルメディアを連携活用する事
で、広報活動の強化、クラブのブランディングを目
指す奉仕が出来ればと考えております。微力です
がご指導ご鞭撻をお願い申し上げます。
◎中里昌平クラブ奉仕委員長
クラブにとって最も重要な毎週の例会。これが
楽しく充実したものでなければならない。クラブ
奉仕は各委員会の分担で成り立ちます。充実した
例会となるためには出席して頂かなければならな
い。興味あるプログラムでなければならない。食
事が美味しく、会話も弾むと楽しい例会になり、
自然に仲間も増えてくると思う。ポール・ハリス語
録に「変化する心構え」が必要とあるが、絶対に
変えてはならないものはロータリーの哲学「奉仕
の理念」
。
これを遂行するため、
お互い心を通じ合
って１つにしていかなければならない。ここに親
睦活動が必要となる。関連する、出席・プログラ
ム・Ｒ情報・親睦の委員会と連携を取りながら、

まずは充実した例会を心掛けたい。中里忠夫委員
と担当。よろしくお願い致します。
◎森 健二プログラム委員長
増島宏徳、
柏木正之委員と担当。
「プログラム委
員会は大変だぞ」
と皆さんに言われ、
めげていま
（昌）委員長がおっしゃったように、プログラ
す。中里
ムは例会の半分を占めており、
「どんな卓話か」
が
良い例会になるかどうかの１つの要因にもなる。
責任を重く感じています。
１）
連携を密に。２）
興味
ある分野、
聴きたい卓話アンケートを実施。３）講
師のデータベース作成。４）
年度毎に皆様の欲す
るものは変わってくる。経営者として知っておか
なければならない事、話のツマになるような興味
深い話等、
バラエティをもってやりたいと思います。
◎吉田武明ロータリー情報委員長
山川荘太朗、間邉元幸委員と担当。新会員、３
年未満の会員各位に早く活動を理解して頂くた
め、会員特典、責務に関しての情報を提供、ＲＣ
の歴史、綱領、活動、知識等を研修し、ロータリー
活動を充実出来るよう支援するのが責務です。そ
のため、炉辺会談的な機会をつくり、地区・ＲＩの
動向等の情報を提供し、
入会時の関係書類贈呈、
出席の重要性の意識付けを基本とした活動を行
います。一年間よろしくお願いします。
◎前島宏之親睦活動委員長
山川荘太朗、
神田敬文、
大崎光二、
本橋勝、
坂本
淳二、
伊澤健司、
大野泰規委員と担当。小川会長
スローガン
「ロータリーの心を感じよう」
という事で
魅力ある委員会運営をしたい。
１）
記念日のお祝い。
２）夜間例会。
１０月は土曜日
（２２日）
開催。ホテル
ヘリテイジ
（熊谷）
で薪能鑑賞。３）クリスマス家族
会。４）親睦ゴルフコンペ。５）親睦旅行は姫路
城見学。６）その他、随時行って参ります。
◎新井景三職業奉仕委員長
「右手に職業、左手に奉仕の精神」
で、
平沼雅義、
木川一男委員と担当。ＲＣの看板的存在「四つの
テスト」の唱和を推進し、誇りある職業人として向
かっていきたい。小川会長に語って頂いたので省
きますが、テーラー氏の、
日本で言う
「社是」
が訓示
的なものとしてＲＣに採用されたのだと思います。
神田（康）前委員長提唱の英語版は本年は日本語
にさせて頂きます。
「Ｔｅ
ｓ
ｔ
ｓ」
と複数にしないのは、
４つを１つのものとして考えるという事。一つ一つ
クリアするのでなく全部をやるので
「ｓ」
は付けない。
文法上の間違いではない事とその意味合いを理
解して頂きたい。
「真実」
かどうかは本人以外分か
らないが
「事実」
ならはっきりする。嘘・偽りの無い
ようにしなければならないというのが本来的な意
味。辞書で
「ＴＲＵＴＨ」
は
「誠実、
正直」
という意味合
いも兼ねており、誠実で正直な取り引きで、それ
が事実であり、嘘・偽りが無いかどうかを試して
いるものと言えます。機会があればそんな投げ掛
けをいろんな面でさせて頂ければと思います。
◎市川 昭青少年奉仕委員長
服部融亮、
沢辺瀞壱委員と担当。青少年は社会
の宝。若い世代とどのように関わり、どのような方
向に導いていくのか。
これらを大人達の重要な役
目であると認識しながら
「五大奉仕」
という位置付
けを充分意識し、青少年の健全な育成に資するよ
う方針を掲げます。１）ＲＣをより理解してもらう
ため地域に密着した活動を行う。２）未来ある青
少年を積極的に支援出来るよう関係諸団体と連
携して活動する。ご協力をよろしくお願いします。

