
・点　鐘　小川会長
・ソング　我等の生業

【会長報告】
　先日、駿河台大学恒例の餅つき大会に出席。仕
事が入り途中で失礼したのですが、留学生を含めた
くさんの方が出席、賑やかにやっておられました。
　戦前、「米国の影が強い」とＲＣは軍部・政府から
弾圧。ＲＩとの関係が薄くなるよう「日満ロータリー
連合」を創設（Ｓ１５年５月）。初代会長、米山氏。しか
し最初の総会が最後になってしまった。当時、例会
を開く前、警察に内容等全部報告せねばならず、当
然英語を使うとすぐ怒られたりと大変な苦労があっ
た。静岡ＲＣが初めに解散、大阪、岡山、京都と
次々 解散。東京ＲＣが９月１１日に解散。ただし解散
に当たり、各クラブ「七曜倶楽部」と名前を変えて社
交クラブみたいな形で活動自体は続けた。これが、
戦後比較的早い時期の、日本ＲＣのＲＩへの復帰の
一つの手掛かりになっているようで、大事な事だっ
たようです。例えば東京ＲＣは９月に解散、１１月「東
京水曜会」として再結成。再入会の会員数１９０名。
立派な会を継続していった事が分かる。「大阪金曜
会」もＳ１５年１１月頃創立。会員はほとんど変わらず
名前を変えたというのが実情か。これが戦争に入る
前年の話。物資が足りなくなると、Ｘマス例会なども
飴玉１つとか、皆で持ち寄った食べ物で簡単に済ま
せたり、苦労しながら例会を続けた。米山氏は日満
ロータリー初代会長に就いたが、結局自分で幕を引
かなければいけないという悲しい事になった。
「拝啓 時下各位益御清祥慶賀此事に奉存候 陳
者各位と共に終始其発展に努力致し來り候ロータ
リー運動も一旦廃止の己むを得ざる事態に立到り
候こと誠に今昔の感に堪へざる次第に候」「…實業
及び専門職業人たるロータリアンが努力多年に亘
り會員間に醸成したる特殊の熱情は一度ロータリ
アンたりしものの永く保持して用を為さんとする處

にして是即ちロータリーの後身として新社交倶楽部
を創設し従來の意義ある友交開係を継続致し度き
希望に燃ゆる所以に候…」。解散時、既に次の形の
クラブを創ろうという事をおっしゃっています。

【幹事報告】
　第８回理事会１／１１（水）１１時半。ＩＭ２／９（木）ご
都合を付けてご参加頂けますようお願い致します。
◎例会変更のお知らせ
◇所沢ＲＣ
・１／１７（火） 例会振替 １／１９創立５５周年記念式典
・２／７（火）  例会振替 ２／９ 第３グループＩＭ
・２／２８（火） 例会取止め
◇入間南ＲＣ
・２／７（火）  例会振替 ２／９ ＩＭ
・２／２１（火） 例会場変更　西山荘　点鐘１２時半
・２／２８（火） 夜間例会　東光寺　点鐘１８時半
　

【委員会報告】
◎会員増強委員会　　　　　　　　　　 杉田君
　新入会予定者、町田誠一様についてご通知申し
上げます。１２／２０までによろしくお願い致します。
◎幹事　　　　　　　　　　　　　　矢島（高）君
　中山委員長欠席のため口頭で申し訳ありません
がＩＭのご案内２／９（木）ＭＵＳＥ小ホール１５時開
会。１３時半頃に南口をバスで出発します。
　

【結婚・誕生日祝】　　　　　伊澤親睦活動委員
◇入会記念日おめでとう
　矢島（巌）君、平沼君、石井君、半田君、森君
◇結婚記念日おめでとう
　木川君、柏木君、吉島君、中里（昌）君、中里（忠）君
◇会員誕生日おめでとう
　１福島君、３平沼君、１２矢島（巌）君、２２中里（昌）君
◇ 夫人誕生日おめでとう
　８本橋夫人、１２増島夫人、１８矢島（巌）夫人
　１９髙橋夫人、２２加藤夫人
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【出席報告】ＭＵなし　　　　 奥冨出席向上委員
　

　
　

【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・誕生日お祝い有難うございました。　　 平沼君
　　　　　　　　 中里（昌）君、矢島（巌）君、福島君
・入会記念お祝い有難うございます。 森君、平沼君
・結婚記念お祝い有難うございました。　 吉島君
　　　　　　　　　　　　 中里（忠）君、中里（昌）君
・長女が大学院入学試験３校合格しました。早稲
　田、慶應、東大です。　　　　　　　　  川口君
・家内の誕生日お祝い有難うございます。　半田君
　　　　　　髙橋君、本橋君、加藤君、矢島（巌）君
・遅刻　　　　　　　　　　　　　　　間邉君
・早退　　　　　　　　　　　　　　土屋（良）君
本日計５５，０００円、累計額５１９，００２円。
◎２１日例会当番は中里（忠）、中山会員です。
　

＝クラブ協議会＝
司会　小川会長

◎小川晃男会長
　予備知識もなく会長になり、半年無事に運営出来たのも
皆様のお蔭と感謝しております。矢島（高）幹事にはおんぶに
抱っこでやって頂いています。「つまんねえな」と思いながら
聞いていらしゃると思うＲＣの話。ＰＥＴＳで「例会毎にＲＣ
に関連した話をする。最低でも３回に２回」と具体的な数字
まで言われました。根っから真面目ですのでその通りやって
います。「医者なのだから会員に還元出来る医療情報を」等の
ご意見も頂き年明け少し方向を変えようかと思っております。
◎和泉由起夫会長エレクト
　前半は勉強がたくさんありました。後半ますます多くなり、
今、ＲＬＩに４回通っています。朝９時半から夕方５時、休憩
はご飯の時だけ。学生の時以来こんな勉強した事は無く本当
に大変です。土屋先生と行っています。１月にはＰＥＴＳ。勉
強しながら小川会長を支援していきたいと考えております。
◎島田秀和副会長
　半年間前の席に座らせて頂き、副会長としていろいろ勉
強、経験させて頂き有難うございました。また半年、小川会
長の足を引っ張らないように頑張りたいと思います。
◎間邉元幸直前会長
　素晴らしい小川年度、本当に前半良かったと思います。後
半のご隆盛を心よりご祈念申し上げます
◎矢島高明幹事
　何も分からない中、とにかく小川会長の足を引っ張らない
よう、毎日「去年の今頃は何をやっていただろう」「今月は何を
やる月か」と不安ばかり。今も慣れたような感じでは居るので
すが本当はドキドキ。いろんなご案内等しっかり出来るかど
うか。口下手でうまく表現出来ないのですが皆様のご協力の
下、何とかやって来れました。残り半年ミス無く案内がスムー
ズに伝わるよう、理事会等で決まった事を周知出来るように
頑張りたい。変わらぬご指導ご鞭撻よろしくお願い致します。
◎馬場正春ＳＡＡ
　半年間いろいろとお世話になりました。ポカも何回もやり
前に座った事によって笑顔が消えました。今日も出席報告を
忘れました。ＳＡＡという事で本当に緊張します。ただ流れ
でやればいいという問題ではなく、卓話の先生にはご迷惑
を掛けないよう、会員の方には１３時半に終わるよう、心掛け
てやっております。少しでもオーバーすると幹事からビビッと
来てるのを感じております。今後半年間もよろしくどうぞ。
◎中里昌平クラブ奉仕委員長
　各委員長から話があると思うので今日は「ところ変われば」
というお話。先月、業界の人達と台湾へ。台北駅前のシーザー
パークホテルから１０分位の公園手前に、台北を中心とする第
３４８０地区が建てたＲＩ１００周年記念碑があり、そこに台北
のクラブ名がずらずらと紹介されている。台湾はＲＣ活動が

大変活発で全土を７地区に分けて
管理し５，０００ものクラブがある。そ
の地区だけでも１６グループ１２４ク
ラブ５，８００人が登録。人口２,３００万
人ですから信じられない数字。台
湾駐在で台湾のＲＣ会員・石川淳
氏によると「公用語が日本語」の２つ
目のクラブが出来た。東清州ＲＣは
台湾とも提携。台湾に親しみを感じ

る日本人は６６％。どこの国にしても親しく進めていきたい。
◎奥冨 栄 出席向上委員（中山久喜委員長代理）
　上期、１）ＭＵ推進。第３Ｇ例会場・事務局連絡先を配付。
欠席者にＭＵ推奨通知。２）ＭＵに来られた方のお迎えお
手伝い。３）１１／６地区大会のバス手配。懇親会取りまとめ。
４）毎例会で出席報告。あと半年ご協力をお願い致します。
◎森 健二プログラム委員長
　半年間、皆様に助けられたという実感。年度頭のアンケー
トには予想以上のご回答。吉田（武）パスト会長には何人もご
紹介頂いた。まだ枠は空いております。よろしくお願いします。
◎吉田武明ロータリー情報委員長
　杉田委員長のご尽力で２名増強。情報提供、責務のあり
方、会員の特典等、進めます。下期、炉辺会談的に情報交換
しながらＲＣのあり方を伝えていきたいと思っております。
◎前島宏之親睦活動委員長
　親睦活動をほとんどやっていない中、突然委員長に指名。
８月、八王子で芸者さんを相手に楽しい夜間例会。１０／１３
飯能グリーンゴルフコンペ２５名、１０／２２熊谷・ヘリテイジ薪能
４０名参加。Ｘマス例会は８０名超の予定。後半も頑張ります。
◎新井景三職業奉仕委員長
　反省は（四つのテスト）英語版を読まなかった事。自分を含
め皆が「公平（＝全てを同じ様に扱う）」では「先輩も後輩も同
じ、取引先の大小も同じに扱っていいのか」「公平を追究した
ら商売にならない」等の批判があるため、意味合いを英語版
で解釈しながら来年度は優秀な矢島さんにやって頂きたい。
◎土屋良一社会奉仕委員長
　１１／１６柏木会員卓話。飯能市と名栗村の合併から１０年
経過。当時の構想やその後の現状等お話頂いた。１１／２５会
長幹事と歳末たすけあい寄付を贈呈してきました。
◎吉澤文男環境保全委員長
　前期、活動は行っていませんが常に「何かひとつできること
から始めよう」と動いております。残り半年よろしくお願いします。
◎藤原秋夫国際奉仕委員長
　９月、地区国際奉仕部門セミナー。１０／３０駿大日本語スピー
チコンテスト、会長と出席。１／２５入賞者３名の卓話。１２／８駿大
餅つき大会、会長出席。ベトナムへのＰＣ寄付はグローバル財
団補助金の申請準備中。６月の国際大会、１２／１５までの申込
みで登録料が安くなります。吉田（健）会員が登録されています。
◎市川 昭 青少年奉仕委員長
　９月、郷土館館長からまちづくりについての卓話。地区が
推進するＲＹＬＡ、〇〇アクト等、委員会のお誘いはあるが
行きづらく、会長許可を頂いて出席しておりません。残り半
年、関係諸団体と連携して何か出来たらと考えております。
◎杉田一昭会員増強委員長
　お蔭をもちまして２名入会。有難うございました。町田様の
入会も確信。３名とも一丁目。紹介者の矢島（巌）、山川、新井
パスト会長も一丁目。普段のおつきあいの深さをつくづく感
じます。３人の委員、全力であと２名位と考えております。
◎神田康夫会員選考委員長
　杉田委員長が張り切って既に３人紹介。誰でもいいわけで
はなく、定められた資格条件の下、慎重に審査。実際は紹介者
を信用して「いずれも飯能ＲＣの会員として相応しい」と報告。
４月担当例会は新入会員のイニシエーションスピーチです。
◎雨間保弘職業分類委員長
　細田（伴）委員と活動。現在、正会員５６名。「５１名以上のクラブ
の場合は、同一職業分類に属する正会員がクラブ正会員の１０％
より多くならない限り、その職業分類の下に正会員を選出する
ことができる」。飯能は５名まで良い。計画書Ｐ３９、１名の会員：
３２業種、２名の会員：５業種、３名の会員：４業種。４、５名の業
種はありません。是非、同業者で推薦出来る人を探して頂き、

「未充填職業」にも気を留めて頂けますようお願い致します。
◎川口 浩 会報・広報委員長
　毎回の例会報は読み易く正確なものを心掛けて提供。一
方通行になりがちなので、「良かった」「写真が少ない」「読みに
くい」等、声を頂けると励みになります。よろしくお願いします。
◎福島 毅 雑誌委員長
　新入会員のつもりが突然の委員長。吉田（行）先輩とスタート、
スーパー新入会員・加藤委員と、今は３人。２回程委員会を開き
全国のＲＣの活動を報告出来るよう相談しながらやっています。
◎小谷野正弘米山記念奨学委員長
　委員長に選ばれ、果たして集金出来るのかと思いました
が、私と小川晃男会長、安藤泰雄会員の３人より頂きました。
来年、あと何口でも結構です。よろしくお願い致します。
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