ＲＩ会長 バリー・ラシン

インスピレーションになろう

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
ロータリー親睦活動月間

天 候
会 長
例会日

・点 鐘
・ソング

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
（代） FAX

晴
島 田 秀 和

幹 事 馬 場 正 春
水 曜 日（12:30～13:30） 当 番 新井（康）君、藤原君

島田会長
それでこそロータリー 四つのテスト

【会長報告】
矢島（高）会員が居られませんが、今日、聖望
学園は市立川口に６対３で勝ち、ベスト４に
進出したそうです。１２日、６月末に入院され
た安藤会員のお見舞いに幹事と参りました。
一誠堂さんの後、会報をお願いしております
真野さんも入院されたとの連絡があり、何回
か休刊させて頂くかどうかという事で対応を
考えたいと思います。
８／１五十嵐さんの入会式の予定。目標は
あと５人、私も増強委員長も必死に回ってお
ります。是非ご紹介をお願いします。
次回９／１４会長幹事会の議題は「ガバナー
選出について」
。
現在の茂木ガバナーに決まっ
たのは年度開始の２か月前でした。本庄は第
５グループで、このところ４、５、４、５と
他のグループからの選出が続いており、次は
１、２、３に戻りますとの事。
「飯能からガバ
ナーを」という話も結構出ておりますので、
その時に慌てるのではなく、ある程度皆様に
考えて頂き、助言を頂きたいと思っておりま
す。８、
９月にパスト会長会議を開き、
揉んで
頂きたいのですがご協力をお願い致します。
【幹事報告】
◎例会変更のお知らせ
◇新狭山ＲＣ
・１１／１９（月）１７（土）西武線 線路沿い花植え
活動に振替
・１１／２６（月）定款により例会取止め
・１２／１０（月）定款により例会取止め
・１２／２４（月）年末親睦例会
・１２／３１（月）定款により例会取止め

【委員会報告】
◎雑誌委員会
坂本君
７月号、横組Ｐ７、Ｂ・ラシンＲＩ会長は
変革の時代に持続的に良い変化を生むため、
皆もリーダーシップを発揮し変えていこう、
組織を強くし会員制クラブであるＲＣの会員
を大切にしようという事を言われています。
是非飯能もそうしていきたい。Ｐ２６、本庄
から５人目の茂木ガバナー。フラワーショッ
プや人材派遣の会社を経営され、８月に公式
訪問に来られます。義理と人情の国際人との
事です。縦組Ｐ６、叱ってばかりだと暗い顔
になったりやる気が薄れます。笑顔で褒める
教育で成功したという事が書いてあります。
【出席報告】ＭＵ・無届欠席０ 沢辺出席向上委員

会 員 数
当
日
前々回修正
全 数 対 象 出席数 出席率 出 席 率
【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・高３砲丸娘、雑誌「陸上マガジン」の表紙
に載りました。
ボードに貼らせて頂きます。
ご覧下さい。
大野（康）君
・早退します。
和泉君、髙橋君
本日計３，
０００円、累計額４８，
０００円。
・閉会点鐘

島田会長

＝ 第５５期

クラブ協議会 ＝
司会：島田会長
◎加藤義明出席向上委員長
細田伴次郎、沢辺瀞壱、鈴木康弘委員、素
晴らしいメンバーと担当、感謝致します。私

自身入会２年程のひよっこ。
まず
は定款、出席の条項をしっかり
解釈し、ベテランの細田、沢辺
委員のアドバイスを頂きながら
新人の私と鈴木委員と、４人が
一生懸命コミュニケーションを
取りながら、出席向上に寄与出来るような何
かを考えていきたいと思っております。一年
間どうぞよろしくお願い致します。
◎大﨑光二社会奉仕委員長
／奉仕プロジェクト委員長
前島委員と担当。飯能クラブ
の公共イメージの宣伝と分かり
易いＲＣを目指すため、関連委
員会とも連携して進めていきた
い。前島委員は地区委員でもありますので地
区事業に協力します。２つ目に、会長からの
指示でもありますが、地元から要望される事
業を模索の上、実施を検討したい。単独では
なく、関連する、社奉傘下の環境保全、公共
イメージ傘下の会報・広報と雑誌、青少年奉
仕の計５委員会で合同意見交換会を開催する
予定です。会長幹事にも出席頂きます。３つ
目、１０／１０担当卓話の依頼を済ませました。
一年間どうぞよろしくお願い致します。
◎伊澤健司会報・広報委員長
平沼雅義、土屋良一委員と担
当。早速、会報の件ではトラブ
ルが起きましたが、真野さんと
も連絡を取り合ってしっかりと
務めて参りたい。会長には逐一
その報告を致します。会長方針に沿いつつ、
事業の継続と見直しを行い、効果的に事業を
進めたい。会報を通じ会員に例会の情報を提
供し例会の記録を保存します。また、会報を
ＨＰに載せて情報発信を行い、飯能ＲＣをよ
り多くの方に知って頂けるよう努めて参りま
す。広報ではテレビ・新聞等のメディアと連
携し、外部に活動をＰＲし、クラブの公共イ
メージを高めるよう努めて参ります。一年間
ご理解ご協力をよろしくお願い致します。
◎坂本淳二雑誌委員長
吉田健、半田武委員と担当。
歴代の委員会の良いところを継
承し、特に「ロータリーの友」を
中心に当地区の話題を提供させ
て頂きます。会員以外の方にも
関心を深めて頂けるよう配付場所も増やして
いきたい。是非とも飯能から良い話題を投稿
して頂き、雑誌に掲載されます事を願ってお
ります。今年一年よろしくお願い致します。
◎山川荘太朗ロータリー財団委員長
財団の方は結構寄付の関係で
「全然居ないようだったら全部オ
レが責任持つからお前委員長で
やれ」という感じで、木川一男パ
スト会長が委員で私が委員長を
やっておるわけでございます。
会員をはじめ、より良い世界を築こうという
ビジョンを共有する支援者の方々からの自発
的な寄付のみによって財団は支えられていま
す。病気の予防と人々の健康状態の改善、教
育の支援を高め、助けを必要とする地域社会
に持続可能な変化をもたらす活動に役立てら
れます。
「未来の夢計画」
導入によりプログラム
は「ポリオプラス」
「ロータリー平和フェロー
シップ」
「補助金」
の３つに整理され、
より効果的
で効率の良い支援を目指しています。善意の

寄付が
「世界でよいことを」
行うプログラムを
支えております。
島田年度、
早速寄付の申し出
がございました。第１回例会に田辺實会員が
マルチプル・ポールハリスフェロー、第２回
例会に川口浩会員がポールハリスフェロー。
大変有難うございました。たくさんの方にお
願いしたいと思いますが、ほどほどというと
ころもございますので、あと何名かで締め切
りたいと思います。よろしくお願いします。
◎吉田行男米山記念奨学委員長
吉島一良委員と担当。今年度
は米山記念奨学生の該当者が飯
能には居ないので、寄付金集め
が主な活動となります。財団は
もう２名様にご協力頂いたそう
で、残りは米山の方に頂けると有難いと思っ
ております。地区セミナーで１３名の奨学生
がスピーチされていたのですが「自分の国と
日本の掛け橋になりたい」と熱く語っておら
れました。中国、ネパール、韓国、東南アジ
アの学生が主でしたが、彼ら彼女らがそれぞ
れの国の指導者になれば反日の国も無くなっ
てくるのではないかなと痛感致しました。
「しばらく寄付をしていないな」
という方は是
非、米山記念奨学の寄付を思い出して頂いて
ご協力を頂ければと思います。どうぞ一年間
よろしくお願いします。
◇ガバナー選出について
島田会長
５５年目を迎えるクラブでガバナーを出し
た事が無いという事で、第３グループの面々
からは
「
（飯能は）
協力しないクラブですね」
と
言われる時もあります。ご意見を伺いたいと
思います。
吉田（健）会員：前から
「出せ」
と言われていたが
そういう雰囲気にならなかった。簡単な事で
はないが出せればいい。決め事に従ってやる
には早くて４、５年。地区から
「早く出せ」
と
の要請が来て、皆がその気になって初めて盛
り上がってくる事。本庄からは何人も出て、
飯能からは一人も出ていないのは避けてきた
わけではなく自然にそうなった。今、盛り上
がったというのは非常に凄い事。いい機会な
ので皆で本気で考えて是非ガバナーを出せれ
ば最高だと思う。
中里（昌）会員：最短で５年は掛かる。年齢的な
事もある。条件的に「会長を済ませていなけ
ればならない」
「補佐をやっていた方が良い」
等も含めて５年。パスト会長会議で揉んで、
まずは会長経験者の中から考えるのが順当。
もう、知らぬ存ぜぬでは済まない状況であり
「○年後にやります」との返事を返さなけれ
ばいけない。パスト会長の中で無理ならば、
会長経験者でない人の中からでも人選をして
クラブ全体で計画を立てていく事が大事。
木川会員：中里（昌）補佐の時にも梅沢氏等から
ガバナーの話があった。もう１０年も前の事。
茂木ガバナーの選出の時も水面下で話があり
その後は絶対第３グループで出してくれとい
う事だった。
ノミニーがどうなるか。
準備期間
が必要だと思う。僕の経験では細井直前ガバ
ナーが一番ガバナーとして頑張ったと思う。
同伴した際、
各クラブでメモを取り、
発言され
る姿を見た。地区には委員会が多過ぎるとも
感じる。いずれにせよ飯能からどなたかに出
て貰わなければまずいのではないかと思う。
◇有難うございました。パスト会長会議でま
たご意見を伺いたいと思います。

