
・点　鐘　島田会長
・ソング　君が代　奉仕の理想
・四つのテスト斉唱  中里（昌）職業奉仕委員長

【会長報告】
　エレクトとして勉強、準
備もさせて頂いてきたわけ
ですが、中途半端で本番突
入の感がございます。６／１０
本橋会員増強委員長と地区
増強委員会（東松山）へ。１４
第３グループ新旧会長幹事
会。増強、親睦、公共イメー
ジ委員会、スタッフ会議に
呼んで頂きご意見を伺いま
した。委員長、皆さん、はり
きって頂いており今日も第
２回の親睦に呼ばれております。増強が主。本
橋委員長と何日か挨拶回り、昨日夕方やっと
一人、間に合って、理事会を通させて頂き新入
会員を決定しました。７／８米山セミナー、２２
職奉、２９社奉の委員会。８月にはガバナー補佐、
ガバナー訪問合同例会です。一年間一生懸命
させて頂きます。よろしくお願いします。

【幹事報告】
　第２回理事会開催。前回議事録承認。「年度
計画書」配付。本日から３週、クラブ協議会。
寄付・協賛金承認。地区出向は多い方で年８、
９回。経費は自己負担。これを何とかしようと
島田会長のお考えで、ガバナー事務所に領収
証（のようなもの）の発行をお願いする事に。８
月のプログラム承認。８月、補佐訪問。７／１０日
高の例会に参加、合同公式訪問例会の件を検
討、８／１報告。新入会者〔五十嵐酒蔵〕五十嵐
正則様を承認しました（推薦者：矢島（巌）会員）。

・ロータリーレート１ドル＝１１０円
◎例会変更のお知らせ
◇所沢ＲＣ
・７／１７（火） 定款の規定により取止め
・７／３１（火） 定款の規定により取止め
・８／７（火）　８／６（月）所沢５クラブ合同例会
　　　　　　所沢市長卓話に振替
・８／１４（火） 定款の規定により取止め
・８／２８（火） ８／３１（金）納涼会に振替
◇新所沢ＲＣ
・７／１７（火） 例会取消　７／１６法定休日
・７／３１（火） 移動例会 スターティング例会「アリー」
・８／７（火）　振替休会 ８／６市内５クラブ合同例会
・８／１４（火） 例会取消（定款８-１-Ｃ）
・８／２８（火） 振替休会８／２５所沢中央と合同ＢＢＱ会
・９／１１（火） 振替休会 ９／１０市内５クラブ
　　　　　  合同ガバナー公式訪問
・９／１８（火） 例会取消　９／１７法定休日
・９／２５（火） 例会取消　９／２４法定休日

【委員会報告】
◎イタリア留学生について　　　　　伊澤君
　飯能がスポンサークラブになっている森田
陽湖さんは７／８（日）帰国予定。語学の勉強、友
達づくり等充実した生活を送ってこられたよ
うです。その報告をして頂く事を考えており
日程等プログラム委員長と調整します。

【出席報告】無届欠席０・ＭＵなし 加藤出席向上委員長

※出席向上の一案として、例会最後に次の例
会の卓話講師を紹介して頂き、次に備えられ
るよう、ＳＡＡにお願いしました。

当 番 吉田（行）君、吉澤君
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【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・一年間よろしくお願い致します。
　 島田会長、土屋（崇）エレクト、田辺副会長
　　　　　　　　 馬場幹事、神田（敬）ＳＡＡ
・早退します。　　　　　　　　 大野（康）君
本日計６，０００円、累計額６，０００円。
◎１１日例会当番は安藤、新井（景）会員です。

・閉会点鐘　島田会長

＝第５５期 クラブ協議会＝
司会：島田会長

◎島田秀和会長
　飯能ＲＣは本年創立５５周年。昭和３９年７月の創立。
同年１０／１０～２４東京オリンピックが開催。私は中学２
年生でした。４月の座談会で方針等、細かく説明させて
頂いたが、節目の年として５つの切り口で事業を展開させ
て頂きたい。１）５年、１０年先を考え、一旦立ち止り、伝統
の重みを学習する。２）クラブの新しい方向性を考える。
ガバナーの問題もある。３）会員増強委員長と共に会員
全員に協力して頂き、「飯能ロータリアン」を増やそう。
４）継続事業の見直し。会員皆さんの意見として委員会
事業を考えていきたい。５）公共イメージとして、飯能ＲＣ
をわかりやすく宣伝する。以上５つの切り口、一つには「学
習」です。私は２３年目になりますが、古い方も若い方も伝統
ある飯能クラブの「心」をちゃんと伝達・学習して、皆さんが
同じようなかたちで一つの飯能ＲＣを考えてもらう年に
来てるのではないか。年代間に溝があったりすれば誤解
も生まれる。若い方も経験されてる方も両方遠慮しない
でぶつけ合い浸透して頂き、代替わりと言うか、飯能の
脈 と々した伝統を受け継ぐ、そういう一年にしたい。将来
に向かって今それが必要かなと思っています。５月末の会
員の平均年令は６８．８歳が正解です。鈴木さんが入り７／１
現在６８．５歳。私の年度、もたもたして増強出来なければ
来年のスタート時には平均７０歳。ここ何年かで６５歳以
下の方を５人でも１０人でも増やさないと半分以上がパス
ト会長となってしまうわけです。本橋委員長の下、増強を
一生懸命頑張っていきたい。役員はもとより、委員長が
大変はりきって頂いております。是非とも一年間ご指導ご
協力賜わりますようお願い申し上げます。
◎田辺 實副会長
　平均年齢を大幅に超えておりますが、
島田会長の補佐役として会長方針をスム
ースに達成する事ができますよう、一生
懸命頑張らせて頂きたいと思います。ご
指導ご鞭撻をよろしくお願い致します。
◎馬場正春幹事
　ついに７月。島田会長の下、一生懸命頑
張らせて頂きたい。島田さんとは３０年も
のお付き合いで、行動を見ていましても

「思った事は必ず達成する」精神の持ち主
という方です。親分子分の間で来て、ま
た今年一年、秀吉が信長の草履を温めた
ような気持ちで付いて行きたいと思って
おります。地区協で言われた「会長の前を歩くな」「会長の
おっしゃる通りです」「会長より長くしゃべるな」の３つを
幹事の役目と心に留め、付いていきます。皆さんご協力よ
ろしくお願い致します。
◎神田敬文ＳＡＡ
　前島宏之副ＳＡＡと一年間職務を全う
したいと思います。唯一の横文字の役職
ＳＡＡは「Sergeant-at-Arms（武装した
警護官）英国王室と議院の中で守衛をし
ている」との意味で、大変権威ある役職
だと書いてありました。そこに近付けるよ
う、秩序正しく厳格な中にも友情溢れる
会場運営に努め、例会がスムーズに行えるよう、会長、幹
事、各委員会の方と連携を取って進めていきたいと思い
ます。また、楽しい食事になるよう明るい雰囲気づくりに
も努めます。「ニコニコＢＯＸ」へのご協力もお願いしま
す。今年度は職務が若干増え、理事会議事録の作成、次
回例会内容の発表等、盛り沢山となっております。一年

間ご協力よろしくお願い致します。
◎中里昌平職業奉仕委員長
　中里忠夫、田中敏雅委員と担当。だいぶ緩和されまし
たが「１業種１人」の原則がＲＣのスタート、他団体と一
線を画す大きなポイントであるわけです。職業を通して
社会に貢献する、その基本が「四つのテスト」に表現され
ています。以前、職奉委員長の時、「職業奉仕の成り立ちと
四つのテストの由来」という冊子を配付したのを、先日、
神田（康）さんに「あの冊子は今でもＲＣの知識を得るのに
十分役に立つから復元したらどうだ」と言われ、思い出し
ました。２５年前の橋本年度に、吉島さんのお父さんにお
願いした「卓話」が大変示唆に富んだ内容でしたので、この
ままではもったいないというので冊子にしたのです。今年
度はこれを復刻してお配りしたい。「四つのテスト」は和訳
が物議を醸した時もありました。英語での唱和はそれを
掘り下げようとの趣旨で、これも神田（康）さんが職奉委員長
の時にスタートしました。単語を字引きを引いて調べた
方はそれなりに知識を深められた事と思いますが、如何
だったでしょうか。Fair「公平」は「公正」なのではないか等、
今でも論議があります。“BetheInspiration”閃きました。

「四つのテスト」の「歌」です（相模原南ＲＣの会員が作曲。
１９７３年、ＲＣ登録）。〔委員長、歌唱〕歌う事によって「四つ
のテスト」全てが簡単に覚えられる事を確信しています。
〔全員で歌唱練習〕
◎（島田会長）毎例会、歌唱するそうなので、よろしくお願
いします。
◎本橋 勝会員増強委員長
　大木重雄、矢島巌、町田誠一委員と担当。本日、１名
の方の入会を理事会で承認頂きました。スムースに事が
進みますようお願い申し上げます。会長方針に従い「飯能
ロータリアンを増やす」をスローガンとしました。茂木ガバ
ナー、寺田会員増強委員長からは地区目標は「会員の１０
％以上」とのお話を頂きました。島田会長は「５８名だから
６名増やすぞ」と、自ら私の手を引っ張り、「あそこへ行こう」

「ここへ行こう」と活動を始めたところです。「まず１人。そして
また１人」を繰り返せれば何よりかなと思っています。会
員選考、職業分類委員会と連携しながら、コツコツと小さ
な情報を大切にして、一人でも多くの増員が出来るよう頑
張りたいと思います。皆様からの力強い情報提供、ご紹
介を是非よろしくお願い致します。
◎増島宏徳会員選考委員長
　安藤泰雄委員と担当。楽な委員会かと思いましたら、もう
昨日から島田さんがいらっしゃって「会員を選考してくれ」
との事。お若い４４歳の五十嵐さん。選考結果は本日報告
させて頂きました。ロータリアンが推薦してくれる人はそ
れ相応の人であり、それを尊重していこうと思っています。
地域の有力者や専門職の人だけでなく、これから成長し
て良いロータリアンになってくれる人を選んで頂きたい。
今日の方は適格な方でした。ただ、ロータリアンとしての
適格性は慎重に判断し、その後の見解を理事会に報告し
ようと思っています。この調子なら２０人、３０人入るんじゃ
ないか。一年間ヒマが無くなると思って喜んでおります。
◎大附富義職業分類委員長
　石井道夫委員と担当。職業が多様化、専門化し、分類
が細分化されているために、新しい職業が多く含まれて
います。年 、々各委員長のご努力で新しい職種が分類の
中に入ってきております。本年度も未充填の職業の一覧
を載せました。選考の参考にして頂ければと思っており
ます。

月   日 当　番
［担当委員会］例会数 行　事　予　定

橋 本 君
平 沼 君

［ ］会長・幹事
国際奉仕

［会員増強］

半 田 君
服 部 君

［会長・幹事］

細田（吉）君
石 井 君

卓話「飯能ロータリークラブを考えるパートⅠ」
矢島高明会員・藤原秋夫会員飯能ＲＣ

卓話「会員増強をするために！」
会員増強を図るために何が必要か？
ディスカッション形式で勉強会と発表を行う

ガバナー補佐訪問

ガバナー公式訪問
（飯能・日高合同例会）

【四つのテスト】

【結婚・誕生日祝】

和 泉 君
市 川 君

［会長・幹事］

（ 月間テーマ　会員増強・新クラブ結成推進月間 ）




