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幹 事 土 屋 良 一
水 曜 日（12:30～13:30） 当 番 吉田（武）君、山川君

・点 鐘 和泉会長
・ソング 我等の生業
・ビジター（日高）古本良子様
【会長報告】
ＲＩと地区で応援する英国映画
『ブレス～しあわせの呼吸』予告
編が届きましたので上映します。
ＫＡＤＯＫＡＷＡとＲＩ東京事務所、
地区の承認を得て、公共イメージ
委員会の中で推進していきます。
〔予告編上映〕
９／７からのロード
ショー。冒頭、
ロータリーのマー
クが入るそうです。飯能日高テ
レビでも予告編を流す予定です。
【幹事報告】
「地区史」を配付しました。
【委員会報告】
◎雑誌委員会
川口君
『ロータリーの友』６月号、担当の中里（光）委員
が日本を離れてしまい紹介出来ず申し訳ござ
いません。
Ｐ２８、
地区大会の記事が出ています。
◎飯能納涼花火大会
中里（忠）君
昨年も好評だったメッセージ花火を募集中。
先着２０名。１万円～。
ご協力お願いします。
【出席報告】無届欠席０
馬場出席向上委員

会 員 数
当
日
前々回修正
全 数 対 象 出席数 出席率 出 席 率
【Ｍ
Ｕ】
６／１４
（第３Ｇ）木川君、和泉君
土屋（良）君、島田君、中里（忠）君
６／１７
（地区） 中里（忠）君、藤原君、伊澤君

６／１９
（日高）山川君
【結婚・誕生日祝】田中親睦活動委員
◇入会記念日おめでとう
新井（景）君、藤原君、中山君
福島君、本橋君、伊澤君
◇結婚記念日おめでとう
坂本君
◇会員誕生日おめでとう
２馬場君、中里（光）君、３森君
６新井（景）君、１７半田君
２７和泉君、２９大木君
２５鈴木君
◇夫人誕生日おめでとう
３安藤夫人、９杉田夫人
２０矢島（高）夫人、２８前島夫人
【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・度々お世話になります。本日もよろしくお
願い致します。 （日高ＲＣ）古本良子様
・日高ロータリークラブ古本様ようこそ！
和泉君、田辺君、中里（忠）君、伊澤君
・楽しい夜間例会では大変お世話になりまし
た。
大木君
・お誕生日お祝い有難うございました。
大木君、和泉君、新井
（景）君、馬場君、森君
・入会記念日お祝い有難うございます。
新井（景）君、藤原君、中山君、福島君、伊澤君
・今年度一年間、国際奉仕ご協力頂き有難う
ございました。
藤原君
・妻の誕生日お祝い有難うございました。
安藤君、杉田君、前島君、矢島（高）君
・先日の武球会ゴルフで優勝させて頂きました。
同伴者に恵まれました。細田吉春さん、中
里昌平さん、矢島会頭、大変お世話になり
ました。有難うございました。 矢島（高）君

・高３砲丸娘、
インターハイ北関東大会３連覇です。
大会新記録でした。
アジアジュニア選手権４位でした。
今週土曜日は日本選手権、
頑張ります！ 大野（康）君
・雑誌委員会、発表者欠席しました。すみま
せん。
川口君
・早退
柏木君
本日計５１，
０００円、累計額１，
０３４，
５０２円。
◎２７日例会当番は吉島、矢島（高）会員です。
＝クラブ協議会＝
司会：和泉会長
◎和泉由起夫会長
今年度の会長任期も閉じようとしています。ここまで漕
ぎ着けて来られましたのは皆様方のご支援ご協力の賜
物。御礼と感謝を申し上げます。役員、委員長には大変お
世話になり有難うございました。また、木川ガバナー補佐
を小川年度に擁立されました事、誠に意義深い事でし
た。
ＩＭを振り返れば、木川補佐のご活躍、
中里
（昌）
実行
委員長を始め委員の威厳ある運営、
ミーティングに花を
添えて頂いたエンターテナーの皆さん。まだ余韻も残り、
地区でも話題にのぼるところです「
。ロータリー：変化をもた
らす」
を受けて細井ガバナーは、
ＲＩの３つの優先項目
「ク
ラブのサポートと強化」
「人道的奉仕の重点化と増加」
「公
共イメージと認知度の向上」
を基に地区運営に携わり、湧
き出た１９の地区目標で理想的なクラブ作りを目指して来
られました。当クラブではこれらを落しこんだ３つのリン
クのサイクル
「人道的に奉仕する事」
「世間にロータリーの
良いイメージ作り」
これにより
「仲間が増える」
を実践するた
め、
１８の行動目標を立ててやって参りました。進捗、結
果はいびつではありますが足りないところは次年度会長
に託し、島田年度計画を応援して参る所存です。
◎島田秀和会長エレクト
一年間大変お世話になり有難うご
ざいました。前の席で会長のご挨拶や
運営の仕方等勉強させて頂きました。
素晴らしい一年だったと思います。昨
年より準備させて頂いておりますが、
是非とも本年度に引き続きご指導ご協
力頂きますようお願い申し上げます。
◎土屋 崇副会長
和泉会長の下、会長の補佐役を務めさせて頂きまし
た。例会欠席する事なく、来訪ロータリアンやお客様、
講師のご紹介、おもてなしをして参りました。お蔭様で大
きな失敗もなく務めさせて頂きました。偏に会長はじめ
皆様のご支援ご指導の賜物と思っております。本当に有
難うございました。来年度はエレクトという事で、
ロータリ
ーのため、
十分勉強したいと思います。
◎土屋良一幹事
幹事として和泉会長の下、
例会準備その他、
各種の事を
行わせて頂きました。本年度は最初、青少年交換留学生
のホストクラブを引き受ける事となり、前年度から小川直
前会長、和泉会長、伊澤国際奉仕委員長、その他の方々
が対応に当たられました。私も予算の検討や引き受け準
備等させて頂きましたが、イタリア人留学生は昨年８月に
来日するも例会に見える事なく、残念ながら来日後まもな
く帰国してしまいました。交換留学の制度については現
在いろいろと地区でも議論があるようです。今後引き受
けを行うに当たっては今回の経験が活かされるのではな
いかと思います。８月には派遣した森田洋湖さんが帰国。
次年度も対応よろしくお願いします。さらに、木川パスト
会長がガバナー補佐に就任された関係で第３Ｇの会長
幹事会やＩＭの準備をさせて頂く事になりました。
ＩＭは
補佐が前日に手術という緊急事態になりましたが中里
（昌）
実行委員長を中心に進行、
無事終了する事が出来ました。
このように、例会以外にも行う事の多い年度であったた
め私としては委員長からの相談等もっと多く受けたいと
思っていたのですが、ほとんど対応出来ませんでした。
◎市川 昭ＳＡＡ
一年前は「ＳＡＡをやると一年間休む事が出来ないん
だよな」と思っていました。
１、
２回休んでしまいましたが
無事一年間過ごさせて頂きました。
最初の目標として「例
、
会」
がロータリアンの基本的な活動の場であり、飯能ＲＣ
に相応しい、格調高い品位ある例会運営をしたいとお話

させて頂きました。会長方針
「面白くて為になる例会を」
と
頑張ってやって来たつもりです。多々失敗もし、
２、
３回、
紹介漏れもしました。どこまで現場監督としてやれたか
分かりませんけれども最後まで頑張ってやりたいと思い
ます。一年間皆様のご協力有難うございました。
◎増島宏徳クラブ奉仕委員長
中里忠夫委員と担当。３回の担当卓話、最後は中里委
員より、地区では
「公共イメージ」
「会員増強」
が柱になって
いるとのお話を頂きました。
「クラブ奉仕」
はクラブで円滑
な活動が出来るようにしていく事だと思いますが、飯能
は人数も多く、優秀な委員長がいっぱい居りますので、
私はほとんど何もしませんで回転してくれました。一年間
お世話様でした。有難うございました。
◎福島 毅 出席向上委員長
細田吉春、馬場正春委員と担当。記憶に残るような卓
話等もあり、お蔭様で出席率も良く運営出来たと思って
います。一年間有難うございました。
◎山川荘太朗ロータリー情報委員長
間邉元幸、小川晃男委員と担当。新会員へのセミナー
を３／１４
「満寿家」
１８時～開催。講師のなり手が多かった
のですが細田
（吉）
パスト会長より格式ある素晴らしい卓話
を頂きました。ご都合で欠席される方もおられましたが
大変有意義な研修内容で、対象会員からは分かり易いと
の評価を頂きました。入会時における関係書類の贈呈、
例会出席の重要性を意義付けた活動も行いました。一年
間有難うございました。
◎大﨑光二親睦活動委員長
中里昌平、神田敬文、本橋勝、坂本淳二、大野泰規、
加藤義明、
田中敏雅委員と担当。
年度スタートに
「保守と革
新」
というテーマを掲げました。
８月、
最初の夜間例会
（革新
１回目）
「一夜限りの歌声喫茶“労多利↑”」
を当ホテル１１
階にオープン。
１０月、
大松閣での夜間例会
（保守１回目）
日
本の古典芸能「津軽三味線」
。
同月、
親睦ゴルフコンペ。
１１
月、
親睦旅行下見。
ジャンボタクシーを南口に手配、
本番と
同一の曜日・時間・行程で実施・検証。
１２月、
クリスマス家
族会（革新２回目）
「一夜限りのロータリーバンド“ニュー
ヤンチャーズ”
」
町田、服部、福島、坂本会員の演奏と歌。
親睦活動委員のコーラス隊とのコラボ。
「クリスマスの夜空
に輝く星をイメージ出来ますように」
と、
中里パスト会長の
青春の恋の物語仕立てにし、
ナレーションを大野
（泰）
委員
が担当、披露しました。
９月の初会合後、毎月秘密訓練を
して頂きました。
「ニューヤンチャーズ」
の皆様には改めて
御礼申し上げます。ここでの披露が２月のＩＭへと繋がり
ました。
３月、
日高クラブ主催の合同夜間例会。
４月、
飯能ク
ラブ主催の合同ゴルフコンペ。
５月、
親睦旅行
（日光方面）
。
会長より
「バス旅行」
を指示されておりましたので、年度当
初に西武の最高級バス
「レグルス」
を仮押さえしました。
２
台の定員５１名のところ５５名の参加申込みがあったため
委員が交代乗車する車を用意する予定でしたが、
その後、
５１名ちょうどの参加となりました。
６月、
大松閣
（保守２回
目）
「尺八」
。
昨年度５月より計１４回の委員会を開催。
毎回、
委員会後の懇親会にて中里
（昌）パスト会長より飯能市の
歴史等、貴重なお話を聴く事が出来、また、手品や尺八等
ご披露頂き、企画の参考とさせて頂きました。委員の協
力に感謝すると共に、会員皆様のお蔭で無事大役を全う
する事が出来ました。本当に有難うございました。
◎矢島 巌職業奉仕委員長
木川一男、大野康委員と担当。英語版四つのテストで
は素敵なリーダーシップを取って頂きました。５／９担当
例会では武田部門委員長から卓話を頂戴しました。ロー
タリアンは職業を通じて社会に奉仕するのが大きな目的
となっています。皆様もそれぞれの地区でボランティア
等奉仕されていると思いますが、飯能商工会議所の建物
も建て替えとなっております。ご理解を頂き、大きなご寄
付を頂きますようよろしくお願い申し上げます。
◎吉島一良会計
昨年度４月、
予算を組むところから始まりました。土屋
幹事が協力的に指示して頂き、
早く組む事が出来、
助かり
ました。
現在締めに入っています。
当初２５０万円程の繰越
金は若干減って２００万円弱になりそうですが、幸い今月
鈴木さんが入会され、
その分、
大丈夫かなとは思っています。
経費の清算が未だの方は今月中に事務局に提出して下さ
い。
８月頃に報告が出ますので、
その時に内容についてご
質問をお受けします。一年間有難うございました。

