インスピレーションになろう

ＲＩ会長 バリー・ラシン
2570地区ガバナー
第３グループ
ガバナー補佐

茂 木
正
細 淵 克 則

「想いを繋ぎ 地域と国の発展に奉仕する」

第

例会

例会場：ホテル・ヘリテイジ飯能sta.
事務局：飯 能 商 工 会 議 所 内

天 候
会 長
例会日

晴
島 田 秀 和

（代）

幹 事 馬 場 正 春
水 曜 日（12:30～13:30） 当 番 安藤君、新井（景）君

・点 鐘 島田会長
・ソング 我等の生業 四つのテスト
・ビジター（日高）小坂雅彦様 白井 威様
古本良子様 町田秀雄様
【会長報告】
副会長からもお話ありましたが、西日本の
記録的豪雨で１１時のニュースで１６２人の方が
お亡くなりになったとの事。お悔やみと同時
に罹災された方に心よりお見舞いを申し上げ
たい。
７／８（日）米山奨学委員会セミナー（東松
山）
に吉田（行）委員長と出席。昨日は馬場幹事
と日高クラブを訪問。夜は「清河園」
でＪＣの
会合に出席して会員増強の推進を行って参り
ました。本日は日高の会長幹事に早目に来て
頂きガバナー公式訪問の打ち合わせ。クラブ
協議会２日目、
よろしくお願い申し上げます。
【幹事報告】
五十嵐正則様の会員選考について配付。本
年度
「理事会議事録」
も全員に配付する事にな
っておりますのでご覧になって下さい。
◎例会変更のお知らせ
◇入間南ＲＣ
・７／２４（火）例会取止め（定款８-１-Ｃ）
・７／３１（火）点鐘１２：３０
・８／７（火） ５（日）納涼家族会へ例会変更「掬水亭」
・８／１４（火）例会取止め（定款８-１-Ｃ）
・８／２１（火） 例会場変更「武蔵クラブ」
点鐘１２：３０ ガバナー補佐訪問
・８／２８（火） 例会場変更「武蔵クラブ」
点鐘１２：３０ ガバナー公式訪問
◇入間ＲＣ
（夜間例会）
・７／２６（木） Ｇ補佐訪問・新旧役員慰労激励会
・８／２（木） ガバナー公式訪問
（夜間例会）
・８／９（木） オブザーバー出席例会
・８／１６（木） 休会（定款８-１-Ｃ）

（夜間例会）
・８／３０（木）納涼例会「とうふ屋うかい」
◇所沢中央ＲＣ
・８／６（月） 市内５クラブ合同例会
・８／１３（月）特別休会（定款８-１-Ｃ）
・８／２７（月）振替休会 ２５（土）新所沢ＲＣと
合同ＢＢＱ大会 移動例会
・９／３（月） ガバナー補佐訪問
・９／１０（月）市内５クラブ合同ガバナー公式訪問
・９／１７（月）例会取消（敬老の日）
・９／２４（月）例会取消（秋分の日）
【委員会報告】
◎交換留学生の帰国について
伊澤君
飯能がスポンサークラブとなっている森田
陽湖さんが８日イタリアから無事帰国。お母
様よりクラブの皆様によろしくとの言付けを
預かっています。有難うございました。
【セミナー報告】
◎米山記念奨学委員会
吉田（行）君
８（日）東松山、
会長の運転で恐縮しながら参
りました。
１３名の奨学生の熱のある３分間ス
ピーチ。島﨑委員長、田久保学友委員長の進
行で茂木Ｇ、加藤玄静ＰＧのお話。ご寄付等
また、よろしくお願いしたいと思います。
【出席報告】無届欠席０ 細田（伴）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】
７／７（地区）
和泉君、
前島君、
中里（忠）君、
藤原君
７／８（地区）
島田君、
吉田（行）君
７／９（地区）
和泉君、
中里（忠）君
７／１０
（日高）
島田君、
馬場君

※出席の足らない人はＭＵに行って下さい。
【結婚・誕生日祝】
吉澤親睦活動委員長
◇入会記念日おめでとう ステンレス・タンブラーセット
細田（伴）君、
神田（康）君、
杉田君
◇結婚記念日おめでとう ヘリテイジペア御食事券
鈴木君
◇会員誕生日おめでとう ネクタイ
４川口君、
９田辺君、
１０安藤君、
２３神田
（康）君
◇夫人誕生日おめでとう 夢彩菓すずき特別洋菓子
１８中里（昌）夫人
【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・よろしくお願い致します。
（日高）
小坂雅彦様
白井 威様、古本良子様、町田秀雄様
・小坂会長、白井幹事、古本様、町田様、よう
こそ飯能ＲＣへ。島田君、土屋（崇）君、田辺君
馬場君、神田
（敬）
君、中里
（忠）
君、伊澤君、吉澤君
和泉君、小川君、矢島（巌）君、中里（昌）君
間邉君、山川君
・入会記念日お祝い有難うございます。
細田（伴）君、神田（康）君
・誕生日お祝い有難うございます。
神田（康）君、田辺君、川口君
・結婚記念日お祝い有難うございます。鈴木君
・妻の誕生日お祝い有難うございます。
中里（昌）君
・先週さいふを忘れました。先週の早退分の
１，
０００円お支払いします。
前島君
・早退します。
中里（忠）君
本日計３９，
０００円、累計額４５，
０００円。
◎１８日例会当番は新井（康）、藤原会員です。
◎小坂雅彦日高ロータリークラブ会長ご挨拶
先日は島田会長、馬場幹事
に日高にお越し頂きました。
親クラブに後から来るのはど
うなのかというので、人数で
勝負、白井幹事、町田ＳＡＡ、
古本親睦委員長の４名で来さ
せて頂きました。９年前に入
会、翌日飯能にＭＵに来させ
て頂き、もうここに立つ事になろうとは思っ
てもみませんでしたが、精一杯頑張ります。
温かい目で見守って頂ければと思います。
・閉会点鐘 島田会長
＝第５５期

クラブ協議会＝

司会：島田会長
◎土屋 崇会長エレクト
Ｈ１２年８月の入会です。先週の島田会
長のお言葉では会員の平均年齢は６８．
５歳。私はこの９月で６８歳になります。
正に「当クラブの平均年齢」という事にな
ります。これから一年間は島田会長の背
中を見ながらの勉強の期間。次年度の役
員並びに委員長の人選もしなければいけないという事
で、
その節にはご協力をお願い致します。
◎森 健二会計
たった一人の淋しい役職ですが、事務
局の女性２人が同じ会計なのかなと思っ
ています。
「今年一年で組織を強靭化し
よう」との会長方針で、今後１０、２０年続
けていけるように、
予算もちょっと変更し
て組んでいます。限られた予算を有効に
使って頂き、
「何に使ったか」を事務局になるべく早く伝え
て頂きたい。特に年度末。アタマのどこかに置いといて頂
ければと思います。
◎服部融亮クラブ奉仕委員長
橋本茂、細田吉春、神田康夫パスト会長と担当。重鎮

に守られております。ＣＬＰ導入後、
「ク
ラブ管理・運営部門」とも称されるよう
になりました。各委員会がスムーズな活
動を行えるようサポートしたい。
「伝統あ
る飯能ＲＣに学ぶ」の会長方針を受け、
３パスト会長より卓話を頂き、
５５期の歴
史が全会員の共通認識となるよう活動し
ていきたい。どうぞよろしくお願い致します。
◎福島 毅プログラム委員長
新井景三、髙橋 弘、大野 康という頼
もしい委員は、万一の時、卓話のピンチ
ヒッターを務められる論客ばかりです。
吉澤前委員長にはご指導等頂き御礼申
し上げます。
「伝統ある飯能ＲＣを学ぶ」
と「新たな飯能ＲＣを考える」との会長
方針を円滑に遂行出来るよう、テーマ・内容を吟味して
企画・運営したい。例会での卓話は大きな役割を果たし
ています。ロータリアンとしてのスキルアップ、楽しみ、期
待いっぱいな例会を目指したい。例年通り、各委員長に
は１回ずつ卓話の時間を担当して頂きます。プログラムの
充実と向上のためには皆様のご協力が必須です。何卒よ
ろしくお願い致します。
◎間邉元幸ロータリー情報委員長
小川晃男、和泉由起夫委員と担当。新
会員が活動に積極的に参加出来るよう、
ＲＣの知識や情報を提供、クラブに溶け
込んで頂ける機会を作ります。
１）会員の
特典・責務。２）
５０周年を過ぎた飯能ク
ラブの歴史。３）
３年未満対象の炉辺会
談。一年間よろしくお願い致します。
◎吉澤文男親睦活動委員長
吉田武明、杉田一昭、市川 昭、
中山久
喜、中里光伸、新井康夫委員と担当。会
長方針の下、限られた予算の中でどのよ
うに楽しんで頂けるかを検討、会員相互
の親睦が深まるような企画を実行したい
と思います。１）記念日の記念品贈呈。
２）夜間例会・クリスマス家族会。
３）親睦ゴルフコンペ。
４）親睦旅行。
５）会員の希望する親睦行事。一年間よろ
しくお願い申し上げます。
◎矢島高明国際奉仕委員長
齋藤文雄先生は実質お休みのため、
小谷野正弘委員と務めます。５年間に４
度程、ベトナムの学校にＰＣ等の寄贈を
行って参りましたが、会長テーマに「飯能
ロータリーの未来に向け、基礎づくりの
年」と謳われるように、担当例会（８／１）
でご意見をお聞かせ頂きながら今後の方向性を考えてい
ければと思っています。
１／３０は恒例の「駿河台大学日本
語スピーチコンテスト入賞者による卓話」
。ご協力よろしく
お願い致します。
◎川口 浩青少年奉仕委員長
藤原秋夫委員と担当。
「次世代を担う
青少年の育成は、
ロータリアンの責務で
す」この言葉を目標に、
モットーに、信念
に、活動していきたい。
「飯能ＲＣの事業
を見直す年にしたい」との島田会長の方
針でしたので、他の委員会と協力しなが
ら事業を計画したいと考えています。この事が、飯能から
次世代のリーダーを育成する事になり、ひいては増強に
繋がると信じて活動していきたいと思います。一年間よろ
しくお願い致します。
◎大野泰規環境保全委員長
初めての委員長、大変緊張しておりま
すが、おじ、甥の関係でもある柏木正之
委員と仲良くやっていきたい。近年、環境
に対する人々の意識が徐々に高まってい
るのを感じます。
子どもの頃より川もきれ
いになっているのではないか。ただ、温
暖化が進み変化は大きくなっている。私達はまず出来る
事を一つひとつ実行していく事が大切なのではと考えま
す。飯能の恵まれた自然を愛し守っていく、未来の世代
に繋げていくためにも、出来る事を一つひとつ…そんな
事を考えながら一年間務めたいと思います。

