
・点　鐘　和泉会長
・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】
　ＩＭは１０年前、中里（昌）ガバナー補佐の時以
来、木川会員がガバナー補佐に選ばれ飯能での
開催。「ＩＭって何をするのだろう」と分からな
い方もいらっしゃると思います。最初、ＩＧＦ

（Intercity General Forum）という地区行事でした。
１９６９年、ＲＩから削除、正式行事から外れま
したが、８８年、ＩＭ（Intercity Meeting）という形
で進んで来ているわけです。趣旨は、グループ
地域のクラブで１つのテーマを設け、それに
ついて話し合ったりフォーラムを行って懇親
を深めようというもの。純然たるクラブの行
事です。ＩＭをする・しないはガバナーの裁量
に掛かっており、細井ガバナーは「やります」
との事で、木川補佐が主催し中里（昌）実行委員
長を中心に運営されるわけです。つきまして
は私達も「受け入れるクラブ」となり、普段の
行き来は少なくても当日はまず基本の挨拶か
ら始まればいいなと思っております。「こんに
ちは」「いらっしゃいませ」「楽しく勉強して交
流を深めましょう」と、知己の輪を拡げたい。
実行委員長を盛り上げ、一人ひとりがしっか
りとおもてなしをして迎えたい。本日、各委
員が決まりましたら一丸となってお迎え出来
る形に進んでいければと思っております。
　

【幹事報告】
　第７回理事会を開催。前回議事録確認。１月
プログラム承認。指名委員長から役員理事、
島田次年度会長から委員長理事の提案があり
承認。本日総会で決議されます。第３グルー
プＩＭ関係の組織については実行委員長に一

任。交換留学生を引き受けた場合、グループ内
１１クラブで費用を分担する事に会長幹事会
で決定。次年度予算に計上予定。「はんのう生
活祭」支出負担について決議。１１／５会長幹事
会でＩＭ、交換留学生の受け入れ（なし）、次年
度ガバナー補佐（決まらず）について検討。
　次週、委員長（不在の場合は代理）は長くて
も２分で報告をお願いします。
◎例会変更のお知らせ
◇所沢中央ＲＣ
・１２／１８（月） 振替休会 １２／２２家族同伴忘年会
・１２／２５（月） 特別休会（定款規定により）
・１／１（月）　例会取消（法定休日）
・１／８（月）　例会取消（法定休日）
◇狭山中央ＲＣ
・１２／１９（火） Ｘマス＆家族同伴夜間例会
・１２／２６（火） 例会休会（定款８－１－Ｃ）
・１／２（火）　例会休会（定款８－１－Ｃ）
・１／２３（火） 例会変更 １／２２（月）
　　　　　　市内２クラブ新春合同夜間例会

【委員会報告】
◎雑誌委員会　　　　　　　　　　中里（光）君
『友』１２月号紹介。縦組Ｐ２０「私の一冊」より『知覧 いのちの
物語～「特攻の母」と呼ばれた鳥濱トメの生涯』…私がこの本に
出合ったのは２０１７年６月、所属クラブの１泊研修旅行で行っ
た鹿児島の知覧にある「ホタル館富屋食堂」（特攻隊員が出撃前
の最後の食事をした）。知覧や特攻隊に関する本は多数出版さ
れているが、作者は「特攻の母」鳥濱トメさんの直系のお孫さん。
特攻の悲惨さ、残されたご遺族の辛さ、何よりも、明日沖縄に
海を目掛けて死の旅路につく少年の悲惨さ。真実とその裏側
にある本当の愛とは何なのかを知る一冊。「人生に迷ったら知覧
に行きなさい」とは本文中に出て来た記憶に残る一文。ここに
は特攻隊員の思い、鳥濱トメさんの思いがたくさん詰まってい
ます…との事。皆さん、太平洋戦争勃発は昭和１６年１２月８日
午前３時、現地時間で（７日）午前７時５０分に真珠湾攻撃が始
まっております。それから昭和２０年、日本の戦局が悪くなり、
知覧特攻基地から４３９名の若者達、当時の年齢で１５才。１４才
で飛行少年になり１年で特攻に出た方もいらっしゃったそうで
す。家族や後世の事を思い、命を懸けて沖縄戦に出撃、帰らぬ
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人となりました。少年飛行兵は方角が分からなかったため開聞
岳を目指して沖縄に行ったそうです。何年か前、資料館に行っ
た時、そう伺いました。叔父はニューギニアで戦死し、遺骨は
未だその地に眠っております。九州から出撃した部隊は「振武
隊」と呼ばれ、多い順に東京都８６名、福岡県４３名、鹿児島県
４０名。埼玉からは２２名が出兵。九州出撃の戦死者は１，０３６名。
知覧基地は現在、平和記念公園となっており、戦死者の写真が
多数飾られています。最後に「特攻の母」の一句を。
散るために咲いてくれたか桜花　散るこそものの見事なりけり

【出席報告】無届欠席０　細田（吉）出席向上委員

【Ｍ　　Ｕ】
１２／５（第３Ｇ）木川君、和泉君、土屋（良）君

【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・誕生日となりました。　　　　　　平沼君
・早退　　　　　　　　　　　　　　吉島君
本日計１１，０００円、累計額４７４，００１円。
◎１３日例会当番は福島、細田（伴）会員です。

《年次総会》

◎和泉会長：第５４期年次総会を開会します。
次年度役員選考経緯と結果発表をお願いします。
◎吉田（武）選考委員長：選考委員の山川、間邉、
小川、私で数回にわたり討議。発表致します。
　　２０１８－１９年度 飯能ＲＣ役員（敬称略）

会　長　　島田秀和
副会長　　田辺　實
幹　事　　馬場正春
ＳＡＡ　　神田敬文
会長エレクト　土屋　崇
副幹事　　中里忠夫
副ＳＡＡ　前島宏之
直前会長　和泉由起夫
◎和泉会長：次年度の理事・委員長の発表を
要請致します。
◎島田会長エレクト：理事予定者を発表します。
　　　　　森　健二　会計
　　　　　服部融亮　クラブ奉仕委員長
　　　　　中里昌平　職業奉仕委員長
　　　　　大崎光二　社会奉仕委員長
　　　　　矢島高明　国際奉仕委員長
　　　　　川口　浩　青少年奉仕委員長
　　　　　吉澤文男　親睦活動委員長
　　　　　福島　毅　プログラム委員長
　　　　　本橋　勝　会員増強委員長
　　　　　伊澤健司　会報・広報委員長
　　　　　山川荘太朗　ロータリー財団委員長
◎和泉会長：ご承認頂けますでしょうか。拍手
多数、議決致しました。
◎島田次年度会長
　次年度は創立５５年目の節目の
年。クラブの５年、１０年先を考え、
今改善しなければいけない事、先
を見据えて、基礎づくりの重要な
年になるかと思っております。周年
事業は翌年になりますが、そのよ
うな気持ちで一生懸命やらせて頂
きたい。会員数５７名のうち２２名
がパスト会長。増強が急務と思っ
ております。地元でも３名程、４０、
５０代の仲間が他のクラブに入会
されました。ここ２、３年、飯能ＲＣ
もＲＩの勉強等かなりさせて頂きました。次年度考えておりま
すのは、やはり、この輝かしい飯能ＲＣの歴史や大事なものを
皆さんで共有するような一年にしたい、勉強して、分かり易い
飯能ＲＣを目指したいという事です。具体的には各パスト会長、
委員長と充分に相談させて頂き、事業計画を練っていきたいと

思っております。会員の皆さんにおかれましては是非ご指導、
絶大なるご協力を賜りますようお願い申し上げ、挨拶に代えさ
せて頂きます。よろしくお願いします。
◎土屋（崇）次年度会長エレクト
　今は副会長、次年度はエレクトという事で勉強させて頂き、
来たるべき時期に皆様にはお願いしたいと思いますが、一年間
頑張りますのでよろしくお願い致します。
◎田辺次年度副会長
　クラブの平均年齢６７．３３才。平均在籍年数１６．０３年。私は年
齢だけは超えておりますが、ＲＣに関する知識は浅いため諸先
輩のご指導を頂きながらしっかり勉強させて頂き、副会長の任
を務めさせて頂きたいと思いますのでよろしくお願いします。
◎和泉次年度直前会長
　皆様のご協力で半期が過ぎました。次年度の組織は精鋭部
隊だと感じております。飯能は極めて盤石ですが、現在「ＲＩと
各クラブとの距離が広がっている」という意見は私一人のもの
ではありません。次年度ＲＩ会長等もおっしゃっております。ク
ラブあってのＲＩ、ＲＩあってのクラブ、このところを原点に戻っ
て考えなくてはと思っております。高齢化もしております。知恵
を出し合って新しいクラブを創り上げていきたいと思います。
◎馬場次年度幹事
　島田さんとはおつきあいが古く、ＪＣ入会の時には島田さん
はブロックの副会長でほとんど労務にはいらっしゃらなかった
のですがＰＴＡで一緒になり、親分子分という形でいろんな事
を教えて頂きました。幹事は大役で不安だらけですが頑張って
一年間やらさせて頂きたいと思っております。
◎中里（忠）次年度副幹事
　微力ですので馬場さんにご指導頂きながら頑張っていきた
いと思います。よろしくお願い致します。
◎神田次年度ＳＡＡ
　クラブ細則「クラブの会合の秩序を維持する」という任務を
全う出来るよう頑張ります。有意義な例会になるような運営を
心掛けていきたいと思いますのでよろしくお願い致します。
◎前島次年度副ＳＡＡ
　マイクの前では本来、歌を歌わさせて頂いており、真剣に話
す事はあまり得意ではございませんでした。市川さん、神田さん
を見習って一生懸命やっていきたいと思います。
◎服部次年度クラブ奉仕委員長
　クラブのためになるよう考えていきたいと思います。よろしく
お願い致します。
◎中里（昌）職業奉仕委員長
　高齢の委員長です。入会して初めての委員長が職奉だったと
記憶しますが、当時は金看板で、職業を通じて社会に奉仕する
のがＲＣの主眼だという事がありました。現在も一緒だと思い
ます。「一業種一人」から始まった団体ですので、まずは皆さん
方と共に一生懸命仕事をしましょう。よろしくお願いします。
◎大崎次年度社会奉仕委員長
　親睦活動についてはある程度熟知したという自負があるの
ですが、社奉についてはこれから勉強して一生懸命やりたいと
思います。
◎川口次年度青少年奉仕委員長
「青少年奉仕」が加わり、現在五大奉仕。それだけ重要な委員
会だと認識しております。社会人として、これから若い人達を育
てる、とても価値ある委員長だと思っております。一生懸命仕
事します。よろしくお願いします。
◎福島次年度プログラム委員長
　最も大変な委員会だと思っていて、まさか私が仰せつかると
は思いませんでした。皆様のご協力を得まして立派な仕事が出
来ますよう頑張りますのでよろしくお願い致します。
◎伊澤次年度会報・広報委員長
　初めての会報・広報、何をやるか分かりませんが、先輩に教
えて頂きながら記録をとって頑張っていきたいと思います。
◎山川次年度ロータリー財団委員長
　本年度の吉田さん、石井さん、田辺さんによく話を聴き勉強し
て、より良い寄付を頂き、地域社会に可能な変化をもたらす活動
に役立てていきたいと思います。ご指導お願いしたいと思いま
す。
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