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ロータリー : 変化をもたらす
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「 ＲＩ戦略計画を皆で一緒に実行しよう！
！」
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幹 事 土 屋 良 一
水 曜 日（12:30～13:30） 当 番 福島君、細田（伴）君

和泉会長
我等の生業

【会長報告】
今日はビデオ報告の第２弾「ロータリーの
誕生」
。２０世紀初頭、シカゴにＲＣが誕生。
コマ落ちしたモノクロムービーを交えた映像
をご覧ください。
〔ビデオ鑑賞〕
【幹事報告】
次年度ガバナー候補は茂木正さん
（本庄）
に
決定。１月の理事会のお知らせ、ＩＭの職務
分担表・委員会組織表配付。最新版です。例
会後、委員長・副委員長はお残りください。
◎例会変更のお知らせ
◇所沢ＲＣ
・１／２（火） 例会取止め
・１／９（火） 移動例会 新年会
・１／２３（火）例会取止め
・２／１３（火）例会振替 ２／１８ＩＭ
・２／２０（火）例会取止め
・２／２７（火）移動夜間例会
◇新所沢ＲＣ
・１／２（火） 例会取消
・１／９（火） 例会取消
・１／１６（火） 移動例会 新年会「あき津や」
・２／１３（火）例会取消
・２／２０（火）振替休会 ２／１８ＩＭ
・２／２７（火）移動例会
◇所沢西ＲＣ
・１／２（火） 例会取消
・１／９（火） 例会取消
・１／１６（火）新年会 夜間例会「堤新亭」
・２／２０（火）例会振替 ２／１８ＩＭ
・３／２０（火）例会取消
◇所沢中央ＲＣ
・１／１（月） 例会取消
・１／８（月） 例会取消
・２／１２（月） 例会取消
・２／１９（月） 振替休会 ２／１８ＩＭ
◇入間南ＲＣ
・１／２（火） 例会取止め
・１／９（火） 新年会「魚いち」 点鐘１８時半

・１／１６（火）例会取止め（定款８―１―Ｃ）
・１／３０（火）夜間例会「丸広６Ｆバンケットホール」点鐘１９時
・２／６（火） 例会場変更「中央公民館」クラブ協議会
・２／１３（火）例会取止め（定款８―１―Ｃ）
・２／２０（火）例会振替 ２／１８ＩＭ
・２／２７（火）夜間例会「東光寺」点鐘１８時半

【委員会報告】なし
【出席報告】無届欠席０ 福島出席向上委員長
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１２／１０（地区）木川君
【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・半年間有難うございました。和泉君、島田君
土屋（崇）君、土屋（良）君、市川君
・早退
石井君、小川君、杉田君
本日計８，
０００円、累計額４８２，
００１円。
◎２０日例会当番は橋本、平沼会員です。
＝クラブ協議会＝
司会 和泉会長
◎和泉由起夫会長
１１２年の歴史をもつＲＩ。
ライズリー会長は「ＲＣとは何
か、
何をするのか」
を世界に発信、
同時に、
各クラブが独自
に奉仕を定義し地域社会の特色を出そうと提言。ＲＩと
当地区の３つの柱「クラブサポート強化」
「人道的奉仕の
重点化・増加」
「公共イメージと認知度向上」
を踏まえ、自分
自身と自分の職業を磨き、地域や国際社会に人道的に
奉仕し良いイメージをもってもらう事で仲間の増える確
率を高めるという方針を立てました。
下半期もこれにリン
クして運営して参りたい。
１０／２４世界ポリオデーの一環

として各地でキャンペーンを
「はんの
実施。飯能も１１／１２
う生活祭」
に参加。地域の人
に活動を理解して頂き、他団
体との差別化を図り、ポリオ
プラスとクラブ認知度も向上
出来たと思います。皆さん積
極的に奉仕活動され、
ロータ
リアンとしての関心の高さ、
地域貢献活動への責任感、
連帯感を感じました。応援に
駆け付けて頂いた皆様有難
うございました。
◎市川 昭ＳＡＡ
神田敬文副ＳＡＡと担当。例会はＲＣの基本的な活動
の場。会場監督として格調高く品位ある例会にと頑張っ
て来ました。
「面白くてためになる例会」と会長が挙げら
れ、
その実現に向け各委員長と事前打ち合わせ等進めて
きたつもりですが、
「時間が足らなかった」という講師が
おられた事は反省点。３０分をより多く取れるよう努力し
ます。ニコニコＢＯＸもご協力よろしくお願いします。
◎小谷野正弘会員増強委員長
杉田一昭、神田康夫委員と担当。当初、純増２名は楽
に集まりそうでしたが断られました。ほか２名にも当たり
ましたが入会には至らず。持ち駒を使い果たし後は皆様
のお力添えを頼むだけ。ご協力よろしくお願い致します。
◎大附富義会員選考委員長
仕事はございませんでした。各卓１人ずつ候補者情報
を委員長に挙げて頂ければ有難い。増強に出来るだけ
の協力をして下期を迎えたいと思います。
◎間邉元幸職業分類委員長
残念ながら仕事がありませんでした。後半、入会の暁
には一生懸命分類の仕事をしたいと思います。
◎増島宏徳クラブ奉仕委員長
研修委員会は無いので、
Ｐ．
ハリスの事、
１９０５年からの
事、
Ｄ．
カーターの時、
社会奉仕が始まって「社奉か職奉か
、
」
の時に出た２３年
「決議２３３４」
まで話しました。
３５年、
ハ
リス来日時の楽しいお話も出来たらと思っています。
◎福島 毅出席向上委員長
細田吉春、馬場正春委員と担当。会員相互の声掛け、
情報提供等により出席率を上げる事が目標。日々声を掛
けてきたつもりです。
これからもよろしくお願い致します。
◎吉澤文男プログラム委員長
卓話は各委員長に１回ずつ担当を依頼。担当外では多
くの皆様から講師のご紹介を頂き上半期を終える事が出
来ました。
５、
６月が未定です。
ご紹介お待ちしております。
◎山川荘太朗ロータリー情報委員長
２０年前は「中里弘委員長、大浦邦雄・加藤義雄委員」
。
今は間邉元幸、
小川晃男委員と担当。
増強２名達成出来て
から炉辺会談を開催したい。入会３年未満の方とは来春。
２０年前「職業分類：宮田さん。会員選考：関谷、
吉田富雄、
大久保勝彦さん。出席：梨木芳太郎、
竹田久治、
内沼さん。
会報：半田さん。親睦：木下、
江澤、
石田、
小西さん等９名。
職奉：大附、
清水栄次、
浅見さん。広報：林幸一、
五十嵐久
（伴）
会長、
神田
（康）
幹事の年度。細田さ
四郎、
池野さん」細田
（吉）
さんでした。
んはこの間のゴルフで優勝、
２位が細田
◎大崎光二親睦活動委員長
担当８行事のうち８月夜間例会、
１０月夜間例会、
１０ま
たは１１月親睦ゴルフ会、
１２月Ｘマス家族会が前半の４つ。
３月日高合同夜間例会、
４月日高合同ゴルフコンペ、
５月親
「一夜限
睦旅行、
６月夜間例会が後半４つ。
８／９ヘリテイジ
１０／２５
りの歌声喫茶」
、
１０／１２飯能グリーンで親睦ゴルフ、
大松閣「津軽三味線」
。Ｘマス家族会にご出席の会員に
おかれましては委員一同精一杯務めさせて頂きます。
◎矢島 巌職業奉仕委員長
金看板の割に仕事が少なく、半年経ちますが四つのテ
ストだけ。英語の看板は大きくして頂きましたがＡ卓から
は読めません。会長にはスライド上映して頂き有難うござ

いました。先日ＭＵされた行田議員、茂木会員もホームク
ラブで飯能の話をされたのではと感じております。後半
は職場見学会、職奉に関する卓話を行う予定です。
◎吉田行男社会奉仕委員長
２０年程前にまちづくりで５０か所に
「絵馬」
看板を設置。
うち２５か所の補修で今、
ヒノキの板に防腐剤を沁み込ま
（昌）
さんが寄贈された会議所前の
せて制作中。これは中里
白ザクロの看板です。
予算は１０万円程。細田伴次郎、
半田
武委員が
「少しお金が掛かっても２人で責任をとるから」
と
金メッキしたＲＣバッジを貼り付ける事にしました。数万
円余計掛かりますが２０年以上宣伝になります。会議所、
商店街の許可を取り、
３月位までに終了したい。描くのは
私でございます。ボランティアで一生懸命やります。
◎奥冨 栄環境保全委員長
橋本茂委員と担当。ツーデーマーチの時には驚くよう
な活動を致します「何かひとつでき
。
ることから始めよう」
と
自宅の周りで奉仕活動を少しでもと思っております。
◎藤原秋夫国際奉仕委員長
９／２国奉部門セミナー、出席。
８／５国奉部門協議会、
２４名のうち
１０／２９駿大スピーチコンテストに会長と出席。
３～５名に１／２４例会で発表して頂きます。ベトナムへの
支援に対し地区から１０万円の拠出が決定、
視察にも同行
し継続出来るようであればさらに力を入れて協力して下
さるそうです。
皆様のご協力ご指導よろしくお願いします。
◎伊澤健司青少年奉仕委員長
平沼雅義委員と担当。地区の高校生社会体験活動委
員会にも出向しています。地域企業にご協力頂き、就労
体験を通じ社会性やコミュニケーション力を身に付けさ
せると共に、
自己有用感・学習意欲を高め、
生きる力を育成
する事で、魅力ある高校生活の実現を図り、
中途退学の
防止に役立つように活動しています。この委員会は職奉
部門に組み込まれたので職奉部門の行事も併せて行っ
て参りました。
８／１９東松山・紫雲閣、職奉部門セミナー。
１１／２８日高市商工会会議室、職奉部門セミナー第３Ｇ
分科会。
９月例会には今井教育長より卓話を頂きました。
◎中山久喜会報・広報委員長
前島宏之、森健二委員と担当。目標は「クラブの地域
社会での認識と公共イメージを向上すること」
。主に例会
時のスナップ写真撮影と会報紙の校正をしています。全
ての写真データはＳＤカード１枚にまとめて保存しておき
ますのでそれを利用して頂ければと思います。
◎川口 浩雑誌委員長
町田誠一、中里光伸委員と担当。
『ロータリーの友』
は
関係ある記事、
面白そうな記事を紹介するのが良いのか、
１つの記事を掘り下げるのが良いのかは、発表者の思う
ところに従って発表しています。図書館、
１７か所の公民館
に雑誌配布。
皆様から広く原稿募集をしたいと思います。
◎吉田武明ロータリー財団委員長
石井道夫、田辺實委員と担当。自発的寄付で支えられ
ております。
マルチプルフェローとして木川一男、
小川晃男
会員、ポールハリスフェローとして市川昭会員、以上３名よ
り頂きました。後半もご協力をよろしくお願いします。
◎新井景三米山記念奨学委員長
安藤泰雄委員と担当。和泉由起夫会長、土屋崇副会
長、島田秀和会長エレクト、
３名よりご寄付頂きました。後
半もお待ちしております。
◎吉島一良会計
普段、事務局が記帳しており苦労はないのですが、こ
こ数年、繰越金がやや減り予算組みが大変になってきま
した。留学生を預かったりすると別途５０万円が必要にな
ってきます。本部に対する負担金と多種団体への寄付と
で結構のお金がとられてしまいます。申し訳ないのです
が、各委員会への予算はなるべく
「使い切らないように」
お願いしています。ＨＰ等見ると、あまり活動していない
団体等もありますので、幹事の役割かと思いますが、よく
見直しをして頂いて「適正な寄付金を適正な規模で」行
っていく事が肝要かと考えます。大変ですが皆が増強に
気を遣って頂ければと思います。

