
・点　鐘　小川会長
・ソング　君が代　奉仕の理想
・四つのテスト斉唱　木川職業奉仕委員

【会長報告】
　理事会で１名入会が決まり、喜ばしい事です。

「文化新聞」にメッツァビレッジ、ムーミンバ
レーパークはＨ３０～３１年オープンとの記事。
飯能の経済発展という見地からもうまくいく
といいなと思っている次第です。
　いよいよ戦争が始まるという中、ＲＣへの風
当たりが強くなり例会で国旗掲揚、国歌斉唱
が始まる。「大連宣言」後も「米国のスパイじゃ
ないか」と常に言われ米山氏が特高から取り
調べを受けた事も。数年前、「日満ロータリー
連合会（ＲＩＪＭ）」をＲＩに提言したが受け入れ
られず、再び１９３９（Ｓ１４）年、米山氏の全権代理・
芝染太郎氏がシカゴへ。彼はハワイで新聞社
経営、帰国後「ジャパンタイムズ」社主、米山氏
とも親交が深かった。シカゴの新聞社社長か
ら「日本刀を見てみたい」と言われていたため
日本刀を１本持ってシカゴに乗り込みチェス
レー・ペリー幹事等の居るＲＩ本部で日本刀を
すらりと抜きちょっとした剣舞を披露。周り
に居た女性事務員は思わず引いたと書いてあ
ります。翌日の晩餐会で、ＲＩＪＭを認めてもら
えなければ「腹切る」みたいな事を半分冗談で
しょうが言ったらしい。ＲＩの承認を得て４０年
５月、第１回ＲＩＪＭ大会。米山氏が初代会長。残
念な事に第１回で終わり。３７年、ドイツ４２、
オーストリア１１、イタリア３４あった、三国同
盟のクラブは全部解散。わが国でも４０年８月
８日・静岡、１２日・大阪、１９日・岡山、２１日・京都
とどんどん解散。９月位には日本のＲＣは全
部解散した。ただし「水曜会」「木曜会」等、名前
を残して会を続け、それが戦後早い時期のＲＣ

復興の礎になっているとの事です。
　【幹事報告】
　第７回理事会。前回議事録確認。１月プログ
ラム承認。新入会員承認。所沢東主幹ＩＭ２／９

（木）ＭＵＳＥ。次年度役員理事承認。Ｘマス家族
会の内容。「歳末たすけあい募金」１０万円（予算
通り）。ＭＵの際は例会変更をご確認ください。
◎例会変更のお知らせ
◇所沢西ＲＣ
・１／３（火）　 例会取止め
・１／１０（火） 新年会　夜間例会　堤進亭
・１／３１（火） 例会取止め
・２／７（火）　例会振替 ２／９（木）ＩＭ
・２／１４（火） 例会取止め
・２／２８（火） 例会取止め
・３／２１（火） 例会取止め
◇新所沢ＲＣ
・１２／２０（火） 家族と共に忘年会 ベルヴィ ザ・グラン
・１２／２７（火） 振替休会 ２０（火） 忘年会
・１／３（火）   例会取消（定款７）
・１／１０（火） 例会取消（定款７）
・１／３１（火） 移動例会　新年会
・２／７（火）　振替休会 ２／９（木）ＩＭ
・２／１４（火） 例会取消（定款７）
・２／２８（火） 移動例会
・３／２１（火） 例会取消（定款７）
・３／２８（火） 振替休会 ２５（土）合同観桜会
　【委員会報告】
◎会員増強委員会　　　　　　　　　杉田君
　１２／１（株）町田燃料店（代表取締役）町田様を
矢島（巌）パスト会長と訪問。ＲＣについて縷々
ご説明。書面にて皆様にご案内申し上げます。
◎雑誌委員会　　　　　　　　　　　加藤様
『友』１２月号紹介。横組Ｐ１６、ロータリー日本
財団の事業／決算報告。Ｐ３４、地区大会略報。
縦組Ｐ４、（福島商工会議所会頭）福島ヤクルト
販売（株）渡邊会長の講演「わが社の震災復興
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への取り組み」要旨。大きな災難の中で感じた
人の奉仕や親切を通し、リストラせず内部留保
を取り崩し雇用を守った事等、興味深い内容。
新入会の私にとって横組Ｐ６「ロータリーとは」
Ｐ３６「ようこそＲｏｔａｒｙ」、Ｐ４０「お知らせ」等
基本が分かる、ためになる記事です。
　【出席報告】ＭＵなし　　 半田出席向上委員

【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・飯能市の表彰で吉田武明さん細田吉春さんおめでとうございま
　す。また、お二人共ゴルフが上手です。細田吉春さんは飯能ゴルフ
　忘年コンペ優勝の方の次、２位でした。おめでとう。 山川君
・忘年杯のどうどうの準優勝をしました。次
　回は優勝したいです。　　　　 細田（吉）君
・早退 森君
　本日計５，０００円、累計額４６４，００２円。
◎１４日例会当番は本橋、中里（昌）会員です。
　 《年次総会》

◎小川会長:安藤指名委員長病気療養中のた
め代わって吉田（武）パスト会長よりご報告。
◎次年度役員・理事発表　 吉田（武）指名委員
　選考委員会は安藤委員長、委員の私、山川会
員、間邉会員、４名で決定させて頂きました。

２０１７－１８年度　飯能ＲＣ役員（敬称略）

直前会長　小川晃男
会　長　　和泉由起夫
会長エレクト　島田秀和
幹　事　　土屋良一
副会長　　土屋　崇
◎次年度役員・理事発表　　和泉次年度会長
役　員　　馬場正春　副幹事
　　　　　吉島一良　会　計
　　　　　市川　昭　ＳＡＡ
　　　　　神田敬文　副ＳＡＡ
理　事　　増島宏徳　クラブ奉仕委員長
　　　　　矢島　巌　職業奉仕委員長
　　　　　吉田行男　社会奉仕委員長
　　　　　藤原秋夫　国際奉仕委員長
　　　　　伊澤健司　青少年奉仕委員長
　　　　　大崎光二　親睦活動委員長
　　　　　吉澤文男　プログラム委員長
　　　　　小谷野正弘　会員増強委員長
　　　　　中山久喜　会報・広報委員長
　　　　　吉田武明　ロータリー財団委員長

◎小川会長:ご質問ご意見等ございますでしょ
うか。ご承認を拍手にてお願い致します（拍手）。
◎和泉次年度会長

　皆様方のご承認を頂きまし
た和泉でございます。以後よろ
しくお願い致します。
　ロータリアンの目的：知り合
いを広め、奉仕の機会を推進
する。役立つ仕事は全て価値
がある事を皆様方で認識する。
皆で社会に奉仕する機会を推
進します。３つ目が、ロータリア
ン一人ひとりが社会生活にお
いて奉仕の理念を実施し易い
よう推進を求めます。４番目
に、奉仕の理念で結ばれた職

業人が世界的ネットワークを通じ平和の推進を図りま
す。これらの目的を推進していきたいと考えております。
　小川年度も後半ございます。まずは会長をしっかりと
補佐し、会を推進していきたい。後半の小川年度、よろし
くお願い致します。

◎島田次年度会長エレクト
　３０代の頃、小久保勝弘会員からよく「役が人をつくる」と
ご指導頂いた。２０何年ＲＣにお世話になり飯能ＲＣの
重みというものを十分理解しているつもりでしたが、役が
付くとやはり怖いような気もします。エレクトとしてご指導
頂き、勉強させて頂き、一年間全うしたいと思います。
◎土屋（良）次年度幹事
　一生懸命、和泉会長を支えていきたいと思います。
◎土屋（崇）次年度副会長
　副会長を仰せつかりました土屋でございます。次期、
和泉会長を支えるという事でございます。皆様のご指導
の程よろしくお願い致します。
◎馬場次年度副幹事
　入会して１２、３年。エレクト同様私もＲＣの重みをひし
ひしと最近感じています。責任をもってやりたいと思います。
◎吉島次年度会計
　７月、繰越残高が減ってきて厳しいと話しました。加藤
さんの場合はやむを得ませんが、田中支店長から入会金
をとるべきか考えてくれと言われたのですが、そんな事を
言う間もなく、駿河の山川会長があっと言う間にとってく
れました。財政状態は、もう一人うちの近所の人が入りま
すので、収支とんとんに終わるのではないか。今後共、入
会の方をお誘いして盛り上げていきたいと思います。
◎市川 昭次年度ＳＡＡ
　今、すごく緊張しているのですが、来年は毎回毎回もっ
と緊張するのだろうと思います。現場監督としてより良い
例会の推進に努力していく所存でございます。
◎増島次年度クラブ奉仕委員長
　前回の例会で「やれ」と。今年は当たり年で医師会長も
やりました。ＲＣにＮＯは無く、快くお引き受けしました。
◎矢島（巌）次年度職業奉仕委員長
　会長職を仰せつかってから、１０年、楽をさせて頂いた。
この度、ＲＣの金看板を仰せつかりました。本年度新井委
員長によくご指導頂きながら頑張りたい。
◎吉田（行）次年度社会奉仕委員長
　皆さんと共に人類に奉仕して参りたいと思いますので
どうぞよろしくお願い申し上げます。
◎伊澤次年度青少年奉仕委員長
　まだまだ不勉強で分からない事ばかりですので、皆様
にはご指導の程よろしくお願い致します。
◎大崎次年度親睦活動委員長
　ＲＣ歴８年。うち５年が親睦委員。現在もです。一委員と
委員長とでは責任の重さが違うんだろうなと覚悟しており
ます。今年度親睦委員をきっちりと仕事させて頂きながら
次年度は新たな委員の方に支えて頂いて、皆様により良
い満足度を与えられるよう一年間頑張ります。
◎吉澤次年度プログラム委員長
　毎回の例会運営がスムーズに行くよう皆様方のご協力
を頂きながらやっていきたい。是非ともご協力の程お願
い申し上げます。
◎小谷野次年度会員増強委員長
　この役だけは来なけりゃいいなと思っていたら頼まれ
てしまい、ＮＯという言葉が無いという事で一応やりたい
と思います。和泉会長の顔の広さと皆様の協力を頂き、何
とか一人でも多くの人を会員にしたいと思います。
◎中山次年度会報・広報委員長
　今年度同様に、今年度の委員長を見習って次年度も一
生懸命務めたい。ご協力の程よろしくお願い致します。
◎吉田（武）次年度ロータリー財団委員長
　Ｒ財団の使命とは、あるいは、現在飯能ＲＣの立ち位
置がどうなのか、それをよく考察しながら次年度しっかり
と仕事していきたいと思っております。
◎小川次年度直前会長
　残り半年の方しか今、目が向いておりませんが、会長が
終わりましたら出来る事があれば何でもお申し付け頂き
ＲＣのために何かしたいと、そういう気持ちは持ち続ける
つもりです。どうぞ今後ともよろしくお願い致します。

会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率
前々回修正
出　席　率
法定休日による例会
取消のため修正なし

月 日 当　番
［担当委員会］例会数 行　事　予　定

平成２９年１月のプログラム
（ 月間テーマ　職業奉仕月間 ）
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卓話　新年例会
飯能市長 大久保　勝様

埼玉県議会議員 内沼博史様

卓 話

【四つのテスト】

【結婚・誕生日祝】

例会取消（法定休日）

駿河台大学留学生
～入賞者による発表～

卓話「日本語スピーチコンテスト」


