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 吉島君、矢島（高）君

・点 鐘 和泉会長
・ソング それでこそロータリー
・ビジター
（日高）山本英勝会長、清水佳代子幹事
【会長報告】
カナダ・トロントでの国際大会は本日最終
日。
１３時間後には最後の会議が始まります。
細井ガバナー、茂木エレクトが行っておられ
ます。英国王室アン王女の、健康・教育・災害
等についての特別講演、分科会ではローラ・
ブッシュ元米国大統領夫人、ＷＨＯの講演等
ありました。
今年度
「ロータリー学友世界奉仕
賞」はベネズエラ、キューバ等の外交に寄与
された米国外交官ジョン・コールフィールド氏
に授与。年内にはキューバにＲＣを創りたい
との事です。
１９７３-７４年、ＲＩ国際親善留学
生としての経験もなさった方だそうです。
【幹事報告】
本年度最後の幹事報告です。役員・委員長
に和泉年度の反省会
（７／２７）
のお知らせを配
付。出来れば今日、出欠のご回答を下さい。
◎
（日高）山本英勝会長ご挨拶
一年間大変お世話になりました。木川ガバ
ナー補佐にもいろいろ出席して頂きました。
私もサラリーマン社長で、５／２１で定年退職。
７月に単身赴任を解かれ実家の愛知に帰らせ
て頂きます。皆様と疎遠になるかとは思いま
すがご一報下さればそれなりの対応をしてい
きたいと思います。
男性はともかく、
清水さん
や古本さん、日高・飯能の女性の皆さんから
「遊びに来て」
と言われるとすぐ来たくなる私
ですのでまたお目にかかる事もあるかと思い
ます。７年という短い間でしたがＳＡＡも幹
事も会長もと密度の濃い仕事をさせて頂きま
した。偏に飯能の皆様のお力添えがあったか

らこそと感謝致します。
有難うございました。
【委員会報告】
◎次年度幹事
馬場君
７／４第２回の役員・理事会１１時半～。
【出席報告】無届欠席０ 福島出席向上委員長
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Ｕ】
６／２６（日高）田辺君、半田君
【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・一年間大変お世話になりました。来年度も
日高ＲＣをよろしくお願い致します。（日
高）山本英勝様、清水佳代子様
・日高ＲＣ山本会長、清水幹事ようこそ！
一年間大変お世話になりました。細田（伴）
君、間邉君、山川君、田辺君、中里（忠）
君、伊澤君、矢島（高）君、和泉君、土屋
（良）君、島田君、市川君
・最終例会を迎えました。お世話になりまし
た。和泉君、土屋（良）君、土屋（崇）君、
島田君、市川君
・和泉会長さんをはじめ役員の皆様、一年間
お疲れ様でした。安藤君、矢島（高）君
・入会記念日お祝い有難うございます。本橋
君
・誕生日お祝い有難うございました。鈴木君
・妻の誕生日お祝い有難うございました。沢
辺君
・前回欠席致しました。中里（光）君
・明日（２８日）ＢＳジャパン１８時～「皇

室の窓スペシャル」で昨年９月の行幸啓で、
天皇皇后両陛下の接遇の様子を放映致しま
す。私のインタビューもありますので是非ご
覧下さいませ。坂本君
・高３砲丸娘、日本選手権３位！ １５ｍ２
７自己ベストです！
大野（康）君
・早退 大附君
本日計３５，０００円、累計額１，０６９，
５０２円。
◎４日例会当番は吉田（行）、吉澤会員です。
・閉会点鐘

和泉会長
＝クラブ協議会＝

事にも併せて参加しました。８／１９東松山・紫雲閣、
職奉部門セミナー。１１／２８日高で職奉部門セミナー
第３Ｇ分科会。９月、
今井教育長より
「次代を担う子ども
たちのために」
との卓話を頂きました。
◎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。純増２の目標、
いき
なり２名に断られました。年が明け、飯信・新井さんが
入れ替え入会。
吉澤会員より
「鈴木さんから返事貰って
るよ」
という言葉を頂き早速伺ったのですが「バレンタ
インデーが終わったら」
等と、なかなか良い返事が頂
６月に入会して貰いました。
けず、
吉田（行）会員に頼み、
（吉）会員にも応援して頂いたのですが結果が出ず
細田
申し訳ございません。後の方よろしくお願い致します。
◎大附富義会員選考委員長
齋藤文雄先生が途中リタイア、実際には大木重雄
委員と担当しました。最終的に鈴木さんのご入会を頂
きホッとしたところです。引き続き増強に頑張っていき
たいと思います。
◎間邉元幸職業分類委員長
髙橋弘、柏木正之委員と担当。皆様のご協力により
鈴木さんが入会。
未充填だった
「菓子製造販売」
の職業
欄がやっと埋まりました。
ご協力有難うございました。
◎中山久喜会報・広報委員長
前島宏之、森健二委員と担当。
「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」を目標に３つ
（株）
の活動を企画。１）会報：例会の写真撮影、校正。
一誠堂印刷がやめてしまうハプニングがありましたが
遅れる事なく会報発行が出来たのは関係者皆様のお
蔭と感謝致します。２）広報活動：奉仕活動等の都
度、文化新聞、飯能日高テレビに連絡を取り、記事に
して貰いました。３）ＨＰは手が付けられませんでした
ので次年度の方にお任せしたいと思います。ＳＤカー
ドに１年間の写真をまとめました。周年誌発行の際は
見付けるのが容易かと思います。
◎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』
を公民館、図書館、１８か所に配付。第３例会での内
容紹介は担当者の思うところにお任せしました。当ク
ラブの記事を載せたいとの希望は叶いませんでした。
過去には２０１６年１０月号（わがまちの味）
「四里餅」大
（泰）
会員、
２０１２年９月号
「飯能新緑ツーデーマーチ」
、
野
２０１２年４月号「日本語スピーチコンテスト」
、
「私の家
族」加藤義雄会員の投稿等ありました。
米山記念奨学生ザリさんは３月に卒業、
ａｕの販売
会社に就職が決まりました。皆様によろしくとの事で
す。卓話も頂きました。一年間有難うございました。
◎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。非営利組織である当
財団は会員、支援者からの自発的寄付のみによって
支えられています。本年度、
マルチプルフェロー：木川
（昭）会員よ
補佐、小川会員、ポールハリスフェロー：市川
りご寄付頂きました。有難うございました。
◎新井景三米山記念奨学委員長
安藤泰雄委員と担当。約７０年前に米山翁が亡くな
られて以来の、日本独自の奨学の会。自主的に和泉会
長、土屋（崇）副会長、島田エレクトよりご寄付頂きまし
た。ザリさんのカウンセラーとして７～３月、川口先生
には大変お世話になりました。

司会：和泉会長
◎吉澤文男プログラム委員長
和泉会長スローガンの一つに「プログラムの充実で
出席率の向上と知識を高める」
とあり「出席して良かっ
、
たな」と感じてもらえるような企画をして参りました。
服部融亮、矢島高明委員をはじめ各担当委員長にご
協力頂き、さまざまな分野の方を迎える事が出来まし
た。森前年度委員長より「講師が来られない時、自分
でやれるネタを用意しておいた方がいいよ」と言わ
れ、心配な時もありましたが無事一年間運営する事が
出来ました。誠に有難うございました。
◎吉田行男社会奉仕委員長
細田伴次郎、半田武、鈴木康弘委員と担当。市内の
ＲＣに関する設置物と１５年前まちづくり委員会で５０
か所に設置した案内板のチェックを行いました。絵馬
案内板には防腐剤を入れたので私が生きているうち
は何とかもつのではないかと思います。
２８か所、
新しく
描かせて頂きました。材料費を出して頂いているので
（伴）
さ
ＲＣのマークを入れる事になったのですが、
細田
んから「ちゃんとしたマークを作れ」とのご指示があり
事務局に聞いてアルミに金メッキしたグッズがある事
を知り、
その栞からマークをきれいに切り抜いて使用。
看板を見て頂くと金色に輝くＲＣマークが貼り付いて
います。ご協力感謝致します。１１／１５担当例会では市
職員に飯能河原の観光等の卓話をして頂きました。
◎新井康夫環境保全委員長
職場の前任者・奥冨栄委員長、橋本茂委員で当初担
当。私は４月入会で何も分からないまま委員長となり
橋本委員にはご迷惑をお掛けしました。
５月、
飯能新緑
、
馬場会員のご協力で
ツーデーマーチに参加、
中里（忠）
何とか完了出来ました。本当にお世話になりました。
２／１４堀江車輌電装（株）堀江社長より、障がい者支援
事業部の立ち上げ、活躍の場を提供されている等の
お話を頂きました。
◎藤原秋夫国際奉仕委員長
吉田健、沢辺瀞壱委員と担当。恒例の「駿河台大学
留学生日本語スピーチコンテスト」２０数名の登壇者
の中から４名の方に例会で発表して頂きました。他に
市の日本語大会にも出席。ベトナムへのＰＣ寄贈の報
告は年度内に時間が取れなかったため来年度早目に
報告したいと思います。地区の梅澤委員長、
高丹委員、
マイ君の母校に２０台を
飯能から吉田（健）委員と私で、
寄贈、前回寄贈した学校へ確認に行って参りました。
地区からは今年度１０万円、
来年度３０万円が拠出予定
との事、継続事業としてやって頂ければと思います。
【バッジ交換】
一年間有難うございました。
◎伊澤健司青少年奉仕委員長
平沼雅義委員と担当。当委員会と関連のある、地区
の
「高校生社会体験活動支援委員会」
に出向しました。
地域企業に協力を頂いて高校生に就労体験をして貰
い、コミュニケーション力をつけたり自己有用感や学
習意欲を高めたり、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てよう
というものです。当クラブからも来期の協力事業所へ
のご登録がありました。ご協力有難うございました。
昨年度から地区で組み込まれた
「職業奉仕部門」
の行

