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【会長報告】
半田武パスト会長の喜寿、
和泉由起夫会員の古稀のお
祝いを贈呈します
（拍手）
。
「会長報告」
も今日が最後。
４人で始まったＲＣ。
（ポール・ハリスと）
シル
ベスター・シール、ハイラム・ショーレー、ガ
スターバス・ローアのうち２人は経済的理由
等で数年後に退会。シルベスターはずっと会
員でした。１９０５年の最初の会長でもあり、
ポールとは大の仲良し。会員それぞれの人生
があるなぁと思うところであります。最初は
「奉仕」の概念は無く、シカゴＲＣの定款には
「会員の事業上の利益の増大」
「通常の社交ク
ラブに付随するような親睦およびその他特に
必要と思われる事項の推進」の２点が謳われ
ただけだった。会員を集め、
会費を頂き、
会員
同士お互いの事業をうまくやる。原価に近い
値段で商品を提供し、その代わりに原価で仕
事を提供してもらう。物質的互恵関係にあり
「入ると得をする」
という目的で入会する人も
たくさん居た。ところが、特許弁理士ドナルド・
カーターに入会を勧めた時、彼は「会員同士
の便宜を図っているクラブに将来性は無い。
だから入らない」
と言ったそうです。
ポールと
フレデリック・ツイードが「どうしたいのか」
と問うと
「シカゴ市民のためになる仕事をする
なら入るよ」
と。
「じゃあ入って君がそれをやっ
たらいいじゃないか」
という話でドナルドは
入会し、
「奉仕」の概念についていろいろ仰っ
たそうです。１年後、定款に条文が１つ追加。
「シカゴ市の最大の利益を推進し、シカゴ市民

としての誇りと忠誠心を市民の間に広める」
。
…
「奉仕」
の精神の始まりという事になるのか
と思います。
さらに１年後の１９０７年、
シカゴ
のまちなかに公衆トイレを造る。
「社会奉仕」
の第１弾だったと言われています。
１年間いろいろあったようにも思いますが
今となってみれば楽しい思い出。何とか無事
和泉エレクトに襷を渡す事が出来ました。皆
様の温かいご協力ご指導の賜物と心より感謝
しております。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＝１１１円
会計の吉島会員より
「増員出来、
前年度繰越金
より１５万円程度増加出来そうです。杉田会
員増強委員長、予算大幅減額を受けて頂いた
前島親睦活動委員長に感謝申し上げます」
。
八王子の夜間例会で細田（吉）パスト会長から
「卓球の愛ちゃん…銅が取れてて。
それを見て
泣いて…今年度の最後に小川会長に『重たい
メダル』を皆さんの力で差し上げられるよう
頑張っていきたい」
とのお話を頂き、心にずっ
と残っておりました。未熟な幹事に果たして
会長に
「重たいメダル」
を獲れるような補佐が
出来るのだろうかと心配しておりましたが、
皆様の温かいお力添えの下、何とか過ごす事
が出来ました。心より感謝申し上げます。
◎雨間保弘会員の退会挨拶
【委員会報告】
◎次年度職業奉仕委員会
矢島（巌）君
英語ペラペラな西脇さん作成の英語版
「四つ
のテスト」
を勉強して第一例会に臨んで下さい。
【出席報告】無届欠席０
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【Ｍ
Ｕ】
６／２２（入間）半田君、沢辺君
６／２５（地区）小川君
【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・小川会長、役員様のご苦労に感謝していま
す。有難うございました。
細田（吉）君
山川君、安藤君、間邉君、髙橋君
・次年度の和泉会長、
役員様、
よろしくお願い
致します。
頑張って下さい。山川君、安藤君
・雨間さん、これからもお元気で！ 髙橋君
・一年間有難うございました。
小川君
矢島（高）君、島田君、和泉君、馬場君
・たくさん勉強させて頂き有難うございまし
た。
雨間君
・誕生お祝い有難うございます。
和泉君、中里（光）君
・妻の誕生日お祝い有難うございます。前島君
・入会記念お祝い有難うございます。
伊澤君、福島君
・高２砲丸娘インターハイ北関東優勝！日本選手権
１２位。
７／３０は天童インターハイです！大野（康）君
・豪州ブルーマウンテン州のＲＣの例会場の「ザ・キャリントン
ホテル」に行ってきました。
１８８２年に建築され文化遺産に登録
されたホテルです。感動しました。
中里（光）君

本日計３１，
０００円、累計額１，
１６８，
００３円。
◎５日例会当番は神田（敬）、川口会員です。
＝クラブ協議会＝
司会：小川会長
◎和泉由起夫会長エレクト報告
古稀の実感が湧きません。
１年間勉強してきて
これからのＲＣはなかなか大変だなというのが
実感です。
２０年位前、
ロータリアンは１３万人程
でしたが現在８万７千人。
日本の３ゾーンも１つ
になる可能性がある。
「何をする会なのかさっぱ
り分からない」
という状況を何とかしなさいと
公共イメージの委員会も活動しております。地
区制作の紹介ビデオは事務局にあります。ご活
用下さい。ＣＡＴＶでも７／３に放映します。
◎山川荘太朗ロータリー情報委員報告
吉田武明委員長の海外からのＦＡＸを代読。
間邉委員と３名で担当。２月、
入会３年未満の会
員に中里（昌）パスト会長より
「ＲＣの歴史」
の卓話
と懇親会。
入会式で関係書類の贈呈。
炉辺会談で
出席の重要性について意識づけさせて頂きました。
◎土屋良一社会奉仕委員長報告
大野
（康）委員と担当。
１１／１６柏木会員より名栗
地域の課題等について卓話。歳末たすけあいで
会長幹事と市役所を訪問、
社協に寄付。
市防犯協
議会「振り込め詐欺防止キャンペーン」に２回
参加。熊本地震被災者への支援は適切な方法が
思い付かず、実施しませんでした。
◎髙橋 弘国際奉仕委員報告
藤原秋夫委員長、
吉田（健）委員と担当。ベトナ
ムへのＰＣ寄贈で委員会を３回開催。次年度、
英語版
「四つのテスト」
もあり、
ますます国際奉仕
は重要な位置づけになっていくかと思います。
さまざまなご意見を頂戴したとの事。言葉も大
事ですがやはり
「心の交流」
が一番大事。
バランス
感覚を良くした国際奉仕を念頭に、皆様のお力
を頂いて委員会の発展に努めたいと思います。
◎市川 昭青少年奉仕委員長報告
９月、
郷土館館長より卓話
「飯能の歴史」
。
関係

諸団体との連携がとれず、
交換留学生の件は小川
会長に全てやって頂き、来期はホストクラブ役
を担う事に。地区に派遣される伊澤委員長に大
きな期待をさせて頂き、
報告とさせて頂きます。
◎杉田一昭会員増強委員長報告
細田（吉）
、
矢島（巌）委員と担当。純増２名以上の
目標で、
お蔭様で４名入会。
神田（康）
、
雨間委員長、
大木、細田（伴）委員等、関係委員会に大変お世話
になりました。有難うございました。
◎神田康夫会員選考委員長報告
大木委員と担当。規則に定められた資格条件
の下、
慎重に選考。４名共、
飯能ＲＣ会員として
相応しいと理事会に報告致しました。新しい力
が加わり、今後の発展が期待されます。４月、
イニシエーション・スピーチを担当しました。
◎雨間保弘職業分類委員長報告
細田
（伴）委員と担当。
職業分類と共に、
会員拡大
に協力して参りました。
９月、
小谷野県議より西
部地域経済について卓話。加藤会員：建具製造
業、田中会員：金融業、町田会員：燃料店、中里（光）
会員：自動車販売店とさせて頂きました。
◎川口 浩会報・広報委員長報告
齋藤、
土屋
（崇）
、
町田委員と担当。話し言葉のよう
にその瞬間に消えてしまうものと違い、文字は
永久に残る。この事を意識して会報を作って参
りました。
「マロウドイン」
での例会の頃からの
会報が全てＨＰには掲載されています。委員長
になられて
「過去はどうだったか」
と思われた時
には是非閲覧して頂きたい。会報は公のもので
ＩＤ・パスワード無しに簡単に見る事が出来ま
す。
「会員向けＨＰ」
の充実は思うように出来て
おりません。広報は文化新聞、飯能日高テレビ
のご協力を頂きました。担当卓話は講師の急病
で私が「Ｅクラブ」についてお話しました。
◎福島 毅雑誌委員長報告
吉田（行）
、
加藤委員と担当。
「ロータリーの友」
の身近な話題、興味深い記事を紹介。市や図書
館等に
「友」
を送付。会員の意識向上、会の活性
化に貢献出来たか分かりませんが、委員は毎月
「友」
を熟読する習慣がついたように思います。
◎田辺 實ロータリー財団委員長報告
石井委員と担当。研修セミナーで補助金申請
の要件を満たして参りました。
１１／２補助金事業
についてグループ討議、次年度の補助金活用へ
の理解を深めました。年次寄付
（１人１５０ドル）
は毎月別途千円を集金。ポールハリスフェロー
については１０年以上の会員３名様にご案内、
大野康、藤原秋夫会員よりご寄付頂きました。
◎小谷野正弘米山記念奨学委員長報告
安藤委員と担当。奨学生が居なかったため寄
付金集めが主な仕事でした。お蔭様で４名から
頂きました。小川晃男会長、
安藤泰雄地区委員、
杉田一昭委員長、
私です。
３月、
地区米山記念奨学
部門の忽滑谷委員長に卓話をして頂きました。
◎バッジ引き継ぎ

