インスピレーションになろう
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幹 事 馬 場 正 春
水 曜 日（12:30～13:30） 当 番 町田君、中里（昌）君

・点 鐘 島田会長
・ソング 手に手つないで 四つのテスト
【会長報告】
本年度最後の例会となりました。ＲＩテーマ「イン
スピレーションになろう」についてはかなり勉強し
たのですがなかなか皆さんに説明出来る程には分か
らないという状態で、ＲＩの事はひと言も報告せず
今日を迎えてしまいました。ただ、私より若いメン
バーからかなり発言を頂くようになり、少し活性化
も図れたのでは、飯能版「インスピレーションにな
ろう」が少し実現出来たのではと思っております。
年度当初から、
５年、
１０年先のクラブを考えるという
事で多くの事業に挑戦し、
皆さんのご協力と、
３０年
以上の付き合いがある馬場幹事、神田（敬）ＳＡＡに助
けられ事業を終了する事が出来ました。
「役が人をつ
くる」
と言いますが、
私の場合
「自分が自分をつくる」
ような感じで、違った自分を求めて真面目に一生懸
命ＲＣに打ち込んで来ました。来年度以降、
５年先、
１０年先に今年の成果が出てくれればと思っており
ます。
事務局の皆さんにもお世話になりました。
本当
に有難うございました。
最後になりますが、
飯能ＲＣ３０周年が平成７年３月
に行われました。翌４月の第１例会に私と共に入会
した土屋（良）君が本日をもって退会されます。飯能の
頭脳が一人去っていく事は本当に寂しい限りです。
【幹事報告】
第１２回議事録を配付しました。
先週の
「幹事にな
ると」
云々という発言は私の無神経さから出た言葉
でして、
幹事になる方は安心してこれからも役を引き
受けて頂きたいです。一年間有難うございました。
◎土屋良一会員より挨拶
Ｈ７年４月に島田会長と一緒に入会させて頂き２４
年が経ちます。皆様には何かとお世話になり有難う
ございました。歳をとり、仕事がハードに感じられ
ＲＣとの両立が難しい状態になりました。事務所に
はこれからも気楽にお越し頂ければと思います。長

い間お世話になりました。
【委員会報告】
◎次年度会長
土屋
（崇）君
次週、例会終了後
「５５周年式典」
についてパスト
会長会議を開催したいと思います。
【出席報告】無届欠席０

鈴木出席向上委員

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】
６／１１（日高）山川君
６／２３（地区）藤原君
６／２５（日高）山川君
【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・誕生日お祝い有難うございます。
鈴木君
・入会記念日お祝い有難うございます。
鈴木君、伊澤君
・島田会長年度一年間ご苦労様でした。
安藤君、細田
（伴）君、坂本君
・会員増強委員長として今年度一年間大変お世話に
なりました。
本橋君
・土屋（良）先生、永い間ご指導頂き有難うございま
した。
矢島
（巌）君、髙橋君
・今月をもって退会します。有難うございました。
土屋
（良）君
・大学１年砲丸娘埼玉県選手権、
大会新で優勝１５ｍ
３２、自己新です。６／３０日本選手権大会頑張り
ます。
大野
（康）君
・一年間有難うございました。
島田会長、土屋
（崇）会長エレクト、田辺副会長
馬場幹事、神田
（敬）ＳＡＡ
・早退します。
吉田
（武）君、髙橋君、大野
（康）君

本日計４５，
０００円、累計額１，
０７７，
００１円。
◎３日例会当番は中山、大附会員です。
・閉会点鐘 島田会長
＝クラブ協議会＝

に例会の情報を提供、
例会の記録を保存。
会報をＨＰ
に掲載、
より多くの方にＲＣを知って頂くよう努め
ました。広報では、
飯能日高テレビ、
文化新聞等のメ
ディアと連携を図り、クラブの公共イメージを高め
るよう努めて参りました。皆様のご理解とご協力を
以って無事に任期を務める事が出来ました。
◎坂本淳二雑誌委員長
吉田 健、
半田 武委員と担当。
「ロータリーの友」
を
配布、
月１回例会において紹介しています。４月、
西武鉄道所沢管区長よりムーミンのお話も交えなが
ら卓話を頂きました。雑誌投稿は出来ませんでし
た。なお、ヘリテイジでのお食事は和・洋、交代で
組み立てております。ご要望をお聞かせください。
◎木川一男ロータリー財団委員
（山川荘太朗委員長の代読）Ｒ財団は、ロータリー
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
で支えられており、病気の予防、健康状態の改善、教
育支援、
助けを必要とする地域に持続可能な変化を
もたらす活動に役立てられています。特別寄付とし
て田辺實会員よりマルチプルフェロー１０００ドル、
川口浩会員よりポールハリスフェロー１０００ドル。
年次寄付２９００ドル。ポリオ寄付１７４０ドル。恒久
寄付１７４０ドルを頂きました。また、石井会員より
産業医についての卓話を頂きました。日本のＲＣは
現在２２６１クラブ、会員数８９，
４８６人との事です。
◎吉田行男米山記念奨学委員長
吉島一良委員と担当。本年度、奨学生がおりませ
んでしたので特別寄付と担当例会が主な活動でし
た。１８年の入会組から、私と吉澤文男会員より特
別寄付。卓話を学友会の初代会長、台湾出身の誉林
青容氏にお願いしました。

司会：島田会長
◎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。新会員にロー
タリーの知識・情報を提供しクラブに早く溶け込ん
で頂くため炉辺会談を開催。山川パスト会長を講師
に和やかに行う事が出来ました。
◎大﨑光二社会奉仕委員長
前島宏之委員と担当。１０年先のクラブを考える、
宣伝する、
地元に要望される事業を模索するとの会
長方針を受け、
環境・会報・雑誌・青少年奉仕と会長幹
事ＳＡＡで７／２６第１回「関係５委員会合同意見交
換会」
（※）
を開催。
活発かつ有意義な会となりました。
７／２９地区セミナー。
１０／１０愛眼デーに地区アイ
バンク委員長より卓話。
１２／１８飯能市長に歳末たす
けあい募金をお届けしました。１／３０第２回※意
見交換会には継続性を考慮して次年度の服部委員長
にもご参加頂きました。文化新聞でのＰＲ等に繋が
る一端になったと考えます。４／１５飯能市防犯協
議会
「振り込め詐欺防止キャンペーン」
に参加。視認
性の高い活動への参加の重要性を感じました。
◎大野泰規環境保全委員長（大﨑会員が代読）
柏木正之委員と担当。環境に対する人々の意識の
高まりを感じながら、出来る事を一つひとつ実行し
ました。世界の環境保全も視野に、緑と清流に囲ま
れた飯能の恵まれた自然を維持し、未来の世代に繋
ぐ礎となるよう努めました。
「はんのう市民環境会
議」との連携、飯能新緑ツーデーマーチへの参加。
飯能ＪＣ荒井直前理事長より卓話を頂きました。
◎矢島高明国際奉仕委員長
齋藤文雄、
小谷野正弘、
森田美明委員と担当。島田
会長の
「基礎づくりの年」
は全会員によるバズセッシ
ョンでスタート。ベトナムへのＰＣ贈呈事業の継続
は断念すべきとの意見が多数、今年度で終了となり
ました。１０／２８駿河台大学留学生日本語スピーチ
コンテストに審査員として参加。優秀者への卓話の
依頼は早目が良いと感じました。
◎川口 浩青少年奉仕委員長
藤原秋夫委員と担当。７月と１月、
「関係５委員会
合同意見交換会」
を開催。５／８正智深谷高校の加藤
先生から、当クラブで一寸苦手としているインター
アクト、ローターアクト、青少年交換プログラムに
ついての卓話を頂きました。有意義な話し合いが出
来たので次年度以降に期待したいと思います。
◎増島宏徳会員選考委員長
安藤泰雄委員と担当。島田会長には十分にクラブ
を鼓舞され、今まで反省無く続けていたものが、こ
れから先を見通したＲＣという事で考えて頂けた事
は大変良かったと思います。６名の方にはこれから
良いロータリアンになってくれるよう我々で育てて
いけたらと思っています。数は力なり。今回は大変
素晴らしかったと思います。
◎大附富義職業分類委員長
石井道夫委員と担当。６名の新入会は会長 《バッジの交換》
はじめ会員皆様のご努力の結果だと思いま
す。１１月、
石井先生から産業医について卓話
を頂きました。朝、従業員の顔色を毎日よく
見ていれば病気の早期発見が出来ること等、
大変参考になるお話でした。
◎伊澤健司会報・広報委員長
平沼雅義、土屋良一委員と担当。当初編集
の真野さんが体調を崩してご心配ご迷惑をお
かけしましたが、
現在は快復され、
発行の遅れ
た会報も既に発行致しました。今後の方針や
対外的にＲＣを知ってもらう方法等について
「関係５委員会合同意見交換会」
を実施。交換
留学生・森田陽湖さんによる
「イタリア留学に
ついて」
の卓話。
島田会長の基本方針に沿って
事業を進めて参りました。会報を通じて会員

《新会員 ひと言挨拶》
都築敏夫会員：昨年１２月に入会し
ました。６０過ぎていきなり６０人
の友人が出来るというのには本当に
びっくり致しました。半年間を楽し
く過ごしましたのでこれからもよろ
しくお願い致します。
大野正幸会員：１月に入会しまし
た。
島田会長の下、新しいＲＣという
時期に加入したと思っております。
私の職業分類は林業で、本橋会員よ
りパンフ等を配付させて頂く予定で
すが、
クラブ内には４、
５名の森林協
議会の委員も居られます。西川材の
普及をよろしくお願い致します。
石倉直治会員：２月に入会しまし
た。ロータリアンとしては正直まだ
何も出来ていないなという感じで
す。と言いながらも、いろいろな場
面で皆さん方からご指導を頂戴し、
週１回親交をもてる事は、私自身、
人間力が上がる過程なのかなと思っ
ております。今後共よろしくお願い
します。

