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ロータリー親睦活動月間
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変化：変える（基本に返る）
例会場：ホテル・ヘリテイジ飯能sta.

事務局：東京電力パワーグリッド㈱川越支社飯能事務所内

曇
土 屋

（代）

崇
幹 事 中 里 忠 夫
水 曜 日（12:30～13:30） 当 番 小川君、大野（康）君

・点 鐘 土屋会長
・ソング 我等の生業 四つのテスト
【会長報告】
先週、周年記念の件でパスト会長会議を開催しま
した。本日例会後に経過をご報告します。
７日、
米山セミナー。
奨学生の３分間スピーチ等ご
ざいました。
今年度１７名の受け入れ、
飯能での受け
入れはありません。
２０１７年、
米山は財団設立５０周年
を迎えたとの事です。８日、平沼、
齋藤両パスト会長
のお宅に就任ご挨拶がてらお見舞いに伺いました。
平沼さんは本日出席、
良かったです。
齋藤先生は青梅
の病院に入院されています。皆様によろしくとの事
でした。クラブ協議会、よろしくお願い致します。
【幹事報告】
◎例会変更のお知らせ
◇所沢西ＲＣ
（火）例会取消（１５日、
海の日）
・７／２３
（火） 例会振替（７日、
市内５クラブ合同例会）
・８／６
（火）例会取消（１２日、
山の日）
・８／１３
（火）例会取消（１６日、
敬老の日）
・９／１７
（火）例会取消（２３日、
秋分の日）
・９／２４
【委員会報告】
◎前年度幹事
馬場君
前年度委員長の皆様、
「年度報告書」
は７／２４までに
事務局にご提出下さい。
◎飯能商工会議所 会館建設
加藤君
皆様よりご協賛頂いている会館建設はお蔭様で６
月に入札実施、公平な審査により
「細田建設」
に業者
本日午前中、
地鎮祭を行い
が決定し７／５正式契約、
ました。今後は目に見える形で会館が建ち上がって
いく状況になりました。
目標金額にあと一歩、
三歩位
まで参りました。お知り合いにもお声を掛けて頂き
これからも温かく見守って頂きたいと思います。

（正）君
◎飯能市森林認証協議会
大野
「西川材」
ブランドを守る
「森林認証制度」
。
環境保全
と林業振興の両立のためにつくられたこの協議会の
活動はＳＤＧｓにも繋がるものです。
どうぞご活用を
お願い致します。
【出席報告】無届欠席０

杉田出席向上委員

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（地区合同）和泉君、土屋君、髙橋君
（地区セミナー）和泉君
７／１４
【結婚・誕生日祝】
中山親睦活動委員長
◇入会記念日おめでとう
細田
（伴）君、神田
（康）君、杉田君
◇会員誕生日おめでとう
４川口君、９田辺君、都築君、１０安藤君
（康）君
２３神田
◇結婚記念日おめでとう 鈴木君
◇夫人誕生日おめでとう
（昌）夫人、２３都築夫人
１８中里
【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・お蔭様で本日会議所会館の安全祈願祭を行う事が
出来ました。多くの方々のご協賛有難うございま
す。今後共よろしくお願い致します。
矢島
（巌）君、加藤君
・飯能商工会議所新築工事で細田建設がお世話にな
ります。皆様にご指導の程よろしくお願い致しま
（伴）君
す。
細田
・入会記念日お祝い有難うございます。
（康）君、細田
（伴）君、杉田君
神田

・誕生日お祝い有難うございます。
（康）君、安藤君、田辺君
神田
（昌）君
・妻の誕生祝い有難う。
中里
・ご無沙汰しておりました。
平沼君
・大学１年砲丸娘、
Ｕ２０フランス選手権２位、昨日
（康）君
無事帰国しました。
大野
（康）君
・早退します。
大野
本日計３４，
０００円、累計額５５，
０００円。
（泰）会員です。
◎１７日例会当番は大﨑、大野
・閉会点鐘 土屋会長
＝クラブ協議会＝
司会：土屋会長
◎田辺 實会長エレクト
会長エレクトは、次年度に備え理
事会の運営を研修する、次年度のク
ラブ運営との継続を保つ、そのため
に当年度のクラブ運営の詳細を把握
する事、となっております。土屋年
度に一生懸命勉強させて頂きます。
よろしくお願いします。
◎森 健二クラブ奉仕委員長
「クラブ奉仕は重要」との話は聞い
ていましたが具体的に何をやるのか。
出席・プログラム・ＲＣ情報・親睦とい
う実務部隊が下部にあり、
「クラブ管
理運営委員会」
とも言われるように
当委員会はクラブの全般的な管理・
運営を司るという事になるのかなと
思いました。会長が
「つなぐ」
をテーマにされている
ので、会長・幹事と実務部隊の各委員会、
会員皆様の
意見等集約して、会長との間に立って意見をつない
でいこうかなと思っています。各委員会とどこかで
交流をもち、
中継ぎを行いたい。
クラブがどうすれば
将来につながっていくのかという事が地区で揉まれ
た時期があったようですが、
それが
「クラブ・リーダー
シップ・プラン
（ＣＬＰ）
」
と言われるものでした。今ま
での組織、
委員会に限らず、
飯能がクラブとしてどう
いう組織、
委員会を模索していけば１０年後、
２０年後
も同じような形で構成を極められるのかという事も
もう一度考察し直したい。
大ベテランの吉田健、
石井
道夫、齋藤文雄パスト会長が委員ですので、教えを
請いながら一年間頑張っていこうと思います。
◎川口 浩出席向上委員長
杉田一昭、
柏木正之、
天ヶ瀬和弘委
員と担当。今年度は特にＩＭと地区
大会の出席率アップを目指したいと
考えています。懇親会まで参加する
と一日が終わってしまうのですが、
最近は大会を企画される側もいろい
ろ考えているようで、特に講演会等
は出席して本当に良かったというものが多く、入会
間もない会員にとっては他地区の活動を理解する上
で大変良いと思います。是非繰り合わせてご出席頂
きたいと思います。有意義な担当卓話も準備しま
す。一年間よろしくお願い致します。
◎大﨑光二プログラム委員長
藤原秋夫、新井康夫委員と担当。
土屋会長のスローガン「人と人との
繋がり」
「心と心の結びつき」
に沿っ
た運営とその実現に向けた卓話を、
皆様のお力添えを賜わりながら進め
て参りたい。誠に恐縮ですがこれま
で同様、各委員長に卓話の時間の担
当をお願いしたいと思います。今年度はクラブＰＲ
と公共イメージアップのため、卓話の報道を積極的
に行う方針です。各委員長におかれましては担当卓
話の中で特に強調したいところ、取り上げて欲しい
報道のポイントも教えて頂きたいと思いますので、
ご協力をお願い致します。

◎小川晃男ロータリー情報委員長
和泉由起夫、島田秀和委員と担当。
入会年次の浅い会員にＲＣとはどう
いうものかという知識を提供し理解
してもらうのが仕事です。炉辺会談
は１回ではなく、
出来れば２、
３回開
きたいと思っています。予算を考え
るとお酒の入る席は１回位としても
例会後に３０分程、
該当会員に残って頂いて情報提供
を行えたらなと思っております。委員のお二人とこ
れから相談して、日にちが決まりましたらご報告し
たいと思います。よろしくお願いします。
◎中山久喜親睦活動委員長
間邉元幸、
矢島高明、
坂本淳二、
大
野泰規、
町田誠一、
鈴木康弘、
五十嵐
正則、
西澤英俊委員と担当。
「親睦活
動を通じ生涯にわたる友情と相互理
解の心を育むこと」
を念頭に、
皆様に
楽しんで頂けるよう活動していきま
す。１）
毎月の記念品贈呈。２）
夜間
例会。３）
親睦ゴルフコンペ。４）
親睦旅行。５）
その
他、
会員の希望する親睦行事を実施。
９／１１夜間例
（大松閣）
、
１１／２４
（日）飯能グリー
会。
１０／２３夜間例会
ンＣＣ、１２／１８Ｘマス家族会、令和２年４／１６（木）
飯能日高親睦ゴルフコンペ
（飯能グリーンＣＣ）
：銀行
のコンペを近付けないようにお願い申し上げます。
（日）日帰り親睦旅行
（東京観光）
。６／１０夜間例会。
５／１７
３月は５５周年祝賀会のため飯能日高合同夜間例会
は無くなります。予算を残せるよう清算致します。
◎市川 昭国際奉仕委員長
大附富義、木川一男委員と担当。
申し訳ありませんが
「年度計画書」
の
姉妹クラブの項目に関しては削除し
て下さい。当委員会はロータリアン
一人ひとりが国際間の理解と善意を
もって平和を促進するもので、会員
に活動理念・意義を認識して頂き、
ご支援ご協力を頂けるようお願い申し上げます。
１）駿河台大学留学生スピーチコンテスト。２）１）
の優秀者による卓話。３）財団、
米山との連携。大先
輩に教えを請いながら何とか乗り切っていけたらと
思っております。
◎吉田行男青少年奉仕委員長
神田康夫、山川荘太朗委員と担
当。
「若い人のために」どういう事が
出来るかを念頭に、奉仕とＲＣの周
知活動を進めて参りたい。１）少年
サッカー団体への支援・協力。２）
インターアクト加盟参加校の模索。
自由の森、聖望等。３）担当例会。
一年間よろしくお願い致します。
◎吉島一良会計
「年度計画書」
の予算書を説明致し
ます。繰越金２４０万円を収入から
差し引いて６０で割ると会員一人当
たり約３３万円を負担している事に
なります。
「入会金」は「入会特別会
費」
に変更しました。支出ですが、
ＲＣ情報に１万円増額。国際奉仕は
（健）
事業項目減につき５０万から３０万円に減額。
吉田
会員の目標達成は自己負担でお願いします（笑）。４５
周年では３３０万円、
登録料等含めネットで２６０万円を
負担しました。
「周年事業積立金」
４００万円
（６月末）
はここで７０万円がプラス、予算的には間に合うと思
いますが、
５０周年では９３０万円程掛かりましたの
で、今後事業の時には資金が必要になってくると思
います。
繰越金が無くなってしまうと７、
８月の資金
繰りがよくないのですが、ここには記載していない
「財政調整積立金」
４００万円がありますので、
その面で
は心配ないと思っております。真面目にやりたいと
思いますのでご理解ご協力よろしくお願い致します。

