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.

ロータリー親睦活動月間

天 候
会 長
例会日

事務局：東京電力パワーグリッド㈱川越支社飯能事務所内
（代）

晴
島 田 秀 和

幹 事 馬 場 正 春
水 曜 日（12:30～13:30） 当 番 間邉君、前島君

・点 鐘 島田会長
・ソング それでこそロータリー 四つのテスト
【会長報告】
夜間例会は４２名の参加。盛大に行う事が出来、
親睦の皆様には本当にお世話になりました。本年度
も事業が無事終了、会員の皆様には一年間お世話に
なり有難うございました。本日よりクラブ協議会、
よろしくお願い申し上げます。
【幹事報告】
会計を閉めますので立替え等お申し出下さい。
「米山功労クラブ」
の感謝状が届きました。特別寄付
累計額が１００万円を超える毎に表彰されるとの事
です。来週は島田年度の反省会、何かありましたら
私までお願い致します。
【委員会報告】
◎次年度幹事
中里
（忠）君
次年度役員は
「年度計画書」
の校正をお願いします。
◎雑誌委員会
吉田
（健）君
「ロータリーの友 ６月号」
縦組Ｐ４
「サッカーで見る
世界観」
日本人初、
ドイツのサッカー・ブンデスリー
ガで９年間プレーした奥寺氏の記事。Ｐ１５、
例会で
君が代を合唱する事について
（広島西ＲＣ会員）
。
【出席報告】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

坂本君、天ヶ瀬君
◇会員誕生日おめでとう
２馬場君、３森君、６新井
（景）君、１７半田君
２５鈴木君、２７和泉君、２９大木君
◇夫人誕生日おめでとう
３安藤夫人、９杉田夫人、１２森田夫人
２０矢島
（高）夫人、２８前島夫人
【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・入会記念お祝い有難うございます。
新井
（景）君、中山君、本橋君
・誕生日お祝い有難うございます。
新井
（景）君
大木君、半田君、和泉君、森君、馬場君
・結婚記念お祝い有難うございます。
坂本君、天ヶ瀬君
・夫人誕生日お祝い有難うございます。
安藤君、杉田君、前島君、森田君
・６／１５次男が結婚しました。クラブより祝電有難
うございました。
島田君
・大学１年砲丸娘、フランス行、決定です。
大野
（康）君
・遅刻しました。
五十嵐君
・早退します。
山川君、大野
（康）君
本日計５４，
０００円、累計額１，
０３２，
００１円。
◎２６日例会当番は町田、中里
（昌）会員です。
・閉会点鐘 島田会長

＝ クラブ協議会 ＝
【Ｍ
Ｕ】
６／１６（地区）伊澤君
６／１８（日高）山川君
【結婚・誕生日祝】
中山親睦活動委員
◇入会記念日おめでとう
（景）君、藤原君、中山君、福島君、本橋君
新井
伊澤君、鈴木君
◇結婚記念日おめでとう

司会：島田会長
◎島田秀和会長
大変一年間お世話になりました。手帳を見ました
ら２年前には会長方針をほぼ決め、私が幹事の時の
会長だった安藤パスト会長にレクチャーを受けまし
た。
その時、
伝統を守る事業をやる、
増強は数だけでな
く相応しい方を選ぶ、
この２点を確認しました。
その
後、
会長幹事ＳＡＡの三役会議を１０回近く開催し事
業の肉付け、
人事、
会計等練り上げました。
１１／２５重

点事業の各委員長会議を開催。
昨年３月に方針を決定、
４月の
座談会で発表しました。
「５５
期の役割」
を常に考え、
「何が
必要か」
を重点事業に絞り込
んだつもりです。テーマは
「未来に向け、
基礎づくりの年」
５年１０年先を考え新たな一
歩の年とし、５つの切り口を
設けました。１）伝統を学ぶ、
２）方向性を考える、
３）ロー
タリアンを増やす、４）継続
事業を見直す、
５）宣伝する。自分としては７０％位
達成出来たのではと考えています。個人的に密かに
何とかと思っていたガバナー擁立は不調に終わりま
したが、
次年度への意識づけ、
申し送りが出来たと思
います。実現に向け是非大きな仕掛けをして頂きた
いと思います。
ご協力ご指導頂き有難うございました。
◎田辺 實副会長
本年度は島田会長が完璧に
会長職を務められ代行はござ
いませんでした。
運営について
大変勉強させて頂きました。
一年間有難うございました。
◎馬場正春幹事
島田会長におんぶにだっこ、
お世話になりっぱなしで幹事
の役目が出来たのかなと思い
ます。年度前に心臓に異変が
起き今はステントが２個入っ
ているわけですが、増島先生の卓話を複雑な思いで
聴いたのを覚えております。その１か月後には目も
見えなくなりました。幹事という仕事は体に良くな
いなと
（笑）
。
会長は言った事は必ずやる男なので、
まず
「おかしいな」
と言い出したのが繰越金の事でした。
そろばん１級、簿記２級の会長。
自分にはとても出来
ないと思いました。茂木ガバナーが１割増を言われ
それも見事６名達成しました。ガバナー擁立も何歩
か前に出たような気がします。有難うございました。
◎森 健二会計
今までと異なり島田年度はお金の流れの見直しが
いろいろ入ったので結構気を遣いながらやってきま
した。
ただ、
事務局がしっかりされており会員の方も
湯水のようにお金を使うわけではないので繰越金は
２００万円を大幅に超える事となりました。
周年積立
が５０周年で一気に減り現在４５０万弱。
財政調整預金
（通常使用せず）
と合わせて９００万超。５５周年後に
また周年積立をしていく事となります。
◎神田敬文ＳＡＡ
前島宏之副ＳＡＡと担当。
ＳＡＡは
「守衛」
、
秩序ある
有意義な進行を務めなければいけないという事で初
めて前の席に座らせて頂き、皆様のお顔がよく見え
勉強になった一年でした。理事会での進行役は幹事
ですので、ＳＡＡが議事録の作成を担う事が出来た
のは良かったと考えております。特に気をつけたの
は出来る限りゆっくり聞き取り易く話す事で、自分
のためにも勉強になりました。年度の最後には自分
なりにある程度落ち着いてお話が出来るようになっ
た事も、役を頂いたからだと感謝しております。
◎土屋 崇会長エレクト
島田会長の仕事内容を傍か
ら一年間見ておりました。入
会者６名という事で、次年度
もこれを目指して頑張りたい
と思っています。昨夏頃から
中里（忠）さんと人事構想を始
めました。
３月、
ＰＥＴＳ、
５月、
地
区研修会に参加、会長になる
べく勉強させて頂きました。
会長職というのは大変だなと
つくづく感じている次第。
ご指
導ご協力をお願い致します。
◎服部融亮クラブ奉仕委員長
細田吉春、
神田康夫委員と担当
（橋本委員は途中退

会）
「
。伝統・歴史・創始の考え方・ロータリーライフ」
に
ついて神田（康）
（７／２５）
、
細田（吉）
（１０／３）
パスト会長
より卓話を頂きました。
２／６橋本委員に代わり私が
話しました。
出席・プログラム・Ｒ情報・親睦との炉辺
会談は日程調整出来ず、
お詫び申し上げます。
炉辺会
談は早い段階での日にちの決定が必要と思いまし
た。橋本パスト会長には先日ご挨拶に伺って一年の
ご報告を申し上げました。
◎加藤義明出席向上委員長
細田伴次郎、
沢辺瀞壱、
鈴木康弘委員と担当。神田
ＳＡＡに次回例会のＰＲをして頂いた事が少しでも
出席向上に役立ったら嬉しく思っています。
１００％
出席の方に記念品を贈る大事業がまだ残っていま
す。これからもよろしくお願いします。
◎福島 毅プログラム委員長
新井景三、
髙橋 弘、
大野 康委員と担当。
吉澤前委員
長には手取り足取りお世話になりました。伝統ある
飯能ＲＣを学ぶ・新しいクラブを考えるというテー
マを頂き、
会長幹事にお世話になり、
プログラムを円
滑に進める事が出来ました。
年度スタート時、
卓話の
役割について考えました。
出席が楽しく、
知識を豊富
にして日頃の社会貢献に役立つような内容を心掛け
ました。
論客の一人である大野委員による卓話
「女子
砲丸投の魅力」
で締め括る事が出来ました。
お嬢様は
フランス遠征という、今日はおまけ付きで、終わり
良ければ全て良しというふうに勝手に私は思ってい
ます。一年間どうも有難うございました。
◎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、
新井康夫、
五十嵐正則、都築敏夫委員と担当。テーマとして
「ゆっくりと楽しんで親睦の輪を深めよう」
を心掛け
企画・活動して参りました。月１で委員会を開催。
各記念日には例会で会員に記念品を贈呈。夜間例会
はヘリテイジ「マリンバ＆ピアノ」
（９／１２）
、大松
閣「チェロ＆声楽」
（１０／２７）
、ヘリテイジ「合同
夜間例会」
（３／２７）
、うかい鳥山「いろり焼き＆ホ
タル観賞」
（６／１２）
。Ｘマス家族会はヘリテイジ
「声楽＆ピアノ」
（１２／１９）
。１０／１８親睦ゴルフコ
ンペ
（飯能グリーンＣＣ）
、４／１８飯能日高合同コン
ペ
（高麗川ＣＣ）
。５／１２・１３親睦旅行「奈良～新緑
の世界遺産めぐり」
。皆様のご協力で無事終わる事
が出来ました。有難うございました。
◎中里昌平職業奉仕委員長
中里忠夫、田中敏雅委員と担当。神田（康）パスト
会長からの薦めで、
冊子
「職業奉仕の成り立ちと四つ
のテストの由来について」
を再刊しました。
新入会員
の方には是非読んで頂きたいと思います。
２５年前の
事が今でも通用します。
「職業奉仕」
という考え方が
ＲＣの一番大きなポイントで、職業を通じて社会に
貢献するという会は他には無いわけです。その理念
が述べられた
「四つのテスト」も、
今年度、
唱和からソ
ングに変更しました。他のソングも伴奏をピアノか
らオーケストラに変えたのですがお判り頂けました
でしょうか。
ＭＵについてひと言申し上げます。
他の
クラブにＭＵに行くといろんな事が覚えられます。
「出席は義務」
となっていますが、
これを逆手にとって
特権として行かれたらどうでしょうか。私も都内の
クラブにはだいぶ行きました。Ｍａ
ｋ
ｅｕｐという言葉
だけ分かっていれば海外も一緒です。どこのクラブ
に行っても歓待してくれますので是非ＭＵをお勧め
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。
「飯能
ロータリアンを増やす」
という会長方針および地区
目標である会員数の１０％増を受け、
「６名」の増員を
打ち出し、増島選考委員長、
安藤委員、
大附分類委員
長、
石井委員一同で努力して参りました。
多くの方を
ご紹介頂き、お蔭様で目標の
「６名」
をクリアする事
が出来ました。入って頂いた６名は皆、素晴らしい
方たちで、若干若返りも出来たのかなと思います。
また、明るく楽しい飯能ＲＣになってきたような感
じも致します。会員皆様よりご尽力を頂き心より感
謝申し上げます。次年度も引き続きご協力をお願い
致します。一年間大変お世話になりました。

