
・点　鐘　島田会長
・ソング　君が代　奉仕の理想　四つのテスト

【会長報告】
　秩父の友人が「メインの交差点角の蕎麦屋
２階を貸切りにした」との事で、孫も連れて３
日は夜祭に行きました。室内ではセーターも
脱いでシャツ１枚。平成最後の年は異常気象
の年でした。月曜日にもかかわらず山車の曳
き手、参加者の多さに、秩父の郷土愛、底力を
感じました。観光という事では飯能も見習う
ところがあるなと思いました。同日、聖望学園
１００周年には幹事に出席をお願いしました。
　先週、パスト会長会議。「飯能からガバナー
を出す番だから３月まで粘って何とか名前を」
と第３グループから言われていたのですが、
まだまだ決まらないという事でした。飯能が
ダメでも入間、狭山、飯能の中から出さなけれ
ばいけない年になっていますので、年明け、入
間、狭山の方に頭を下げつつ根回しする事も
同時進行させてもらい、「飯能はもう少し先に
必ず自ら手を挙げますから」という事で、もっ
ていきたいと思っております。
　東清州５０周年については様々意見があり
結論は出ず。スタッフで預かり揉ませて頂き
本日理事会で結論を出させて頂きました。

「事業が重なっているため伺えない旨伝える。
飯能が５０周年に１０万円頂いているのでそれ
を贈る。祝電を送る」。ご了承お願いします。
　ＩＭの会費５千円は全額クラブ会計より拠
出。第３Ｇの１１クラブに会費の内容を全部
聞いたところ一番高いところで２４、５万円。
飯能は２６万円＋αで３１万円弱。全員登録の行
事はなるべく会費で賄うという年度方針もあ
り、先程、理事会でも承認頂きました。

【幹事報告】
　３日、聖望学園１００周年の式典・懇親会に
会長の代理として出席。堀尾さんの司会で、
鳥谷君は、同い年の作詞・作曲家の杉山勝彦
さんと２人でパネリストとして話をされ、楽
しいひと時を過ごさせて頂きました。
　第７回理事会：前回議事録確認。１月のプロ
グラム承認。次年度新役員発表、承認。Ｘマス
例会、ＩＭ、入会式延期、東清州、それぞれ承認。
ＬＣ、ＪＣとの交流がもっとあれば会員確保
もスムーズになるのではないかとのお話が出
ました。
◎例会変更のお知らせ
◇所沢西ＲＣ
・１２／１８（火） 例会振替 ２２（土）Ｘマスパーティー
・１２／２５（火） 例会取消（定款８―１―Ｃ）
・１／１（火）　 例会取消（定款８―１―Ｃ）
・１／８（火）　 例会取消（定款８―１―Ｃ）
・１／１５（火）  新年会　夜間例会「堤新亭」
・１／２２（火）  例会振替 ２０（日）ＩＭ
・２／１２（火）　例会取消（定款８―１―Ｃ）
・３／１９（火）　例会取消（定款８―１―Ｃ）
　

【委員会報告】
◎親睦活動委員会　　　　　　　 新井（康）君
　Ｘマス例会、出欠の提出をお願いします。
◎雑誌委員会　　　　　　　　　 吉田（健）君
「ロータリーの友１２月号」１２月は「疾病予防
と治療月間」。縦組Ｐ４、武田邦彦氏「新し
い人生と寿命を延ばす方法」医者ではなく科
学者の立場からのご意見。１００年前の平均
寿命は４３歳。今は１００歳の時代になろうと
しています。是非お読みください。
　

【出席報告】無届欠席０ 加藤出席向上委員長

飯能ロータリークラブ 会報

疾 病 予 防 と 治 療 月 間

当 番 杉田君、沢辺君
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インスピレーションになろう

「想いを繋ぎ地域と国の発展に奉仕する」

島 田 秀 和 馬 場 正 春

例会場：ホテル・ヘリテイジ飯能sta.
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【Ｍ　　Ｕ】
１２／５（地区）和泉君、中里（忠）君
　

【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・第３８回「全国地方の時代映像祭」で報道番組が
　ケーブルテレビ部門で入賞しました。　 和泉君
・仕事の関係で欠席が多くて御迷惑をお掛け
　しました。　　　　　　　　　　　藤原君
・高３砲丸娘、埼玉大学教育学部に合格しま
　した。　　　　　　　　　　　 大野（康）君
・早退します。　　　　 土屋（良）君、吉澤君
本日計１８，０００円、累計額４２４，００１円。
◎１２日例会当番は坂本、鈴木会員です。

・閉会点鐘　島田会長

《年次総会》

◎島田会長：年次総会を開会します。次年度
役員選出の経過説明と発表をお願いします。
◎山川指名委員長：指名委員の間邉、小川、和
泉、私で決定、本日理事会で承認されました。

２０１９―２０年度　飯能ＲＣ役員（敬称略）

　　　　会　長　　土屋　崇
　　　　会長エレクト　田辺　實
　　　　副会長　　髙橋　弘
　　　　直前会長　島田秀和
◎島田会長：次年度理事の発表をお願いします。
◎土屋（崇）エレクト：理事予定者を発表します。
　　　　幹　事　　中里忠夫
　　　　会　計　　吉島一良
　　　　ＳＡＡ　　前島宏之
　　　　クラブ奉仕委員長　森　健二
　　　　職業奉仕委員長　　福島　毅
　　　　社会奉仕委員長　　服部融亮
　　　　国際奉仕委員長　　市川　昭
　　　　青少年奉仕委員長　吉田行男
　　　　親睦活動委員長　　中山久喜
　　　　プログラム委員長　大﨑光二
　　　　会員増強委員長　　吉澤文男
　　　　会報・広報委員長　田中敏雅
　　　　ロータリー財団委員長　増島宏徳
◎島田会長：質問等ございましたらお願いしま
す。無いようでしたら拍手でご承認をよろしい
でしょうか（拍手）。有難うございました。

◎土屋（崇）次年度会長：Ｈ１２年８月に入会。１８年目。「ボー
っと生きてんじゃねーよ！」と言
われそうですが、エレクトとして
島田会長の背中を見ながら例
会に参加、仕事振りを感じなが
ら今日まで来てしまいました。
次年度、私がこの役目を出来る
かどうか大変不安に思っている
ところでもございます。５５周年
式典の準備もございます。飯能
の伝統を汚さないよう精進した
いと思います。皆様のご協力が
頼りでございます。よろしくお
願い致します。

◎田辺次年度会長エレクト：一年間一生懸命勉強し頑張
りたいと思っております。よろしくお願い致します。
◎髙橋次年度副会長（山川指名委員長代読）：この度、歴史あ
る飯能ＲＣの次期副会長の要職にご指名頂き誠に有難う
ございます。本来であればこの場で御礼と感謝の気持ち
を直接申し述べるべきですが、本日は、私達が提言した

新しい法律がスタートした関係で、どうしても急きょ日本
成年後見法学会の役員として英国・後見庁に出張しなけ
ればならなくなったため、それが叶いません。まずは大事
な日に欠席となりました事を心からお詫び申し上げます。
私はＨ１１年４月に入会させて頂いて以来、まもなく２０年
になろうとしております。この間、日々 努力を重ねられ、地
域社会に貢献する諸先輩の姿に繰り返し接する事が出
来、数多くの事を学ばせて頂きました。振り返りますと、
私が飯能で、やり甲斐があり、納得のいく仕事に出合う事
が出来たのは、偏に、職業を通して地域や社会に奉仕す
る事の喜びを教えて下さった多くの飯能ＲＣの諸先輩方
のご指導の賜物に他ならず、感謝に耐えません。微力で
ございますが、土屋年度が島田年度同様に盛り上がり、
滞りなく運営出来ますよう、会長の方針と指示に従い、支
えていくべく、精一杯尽力して参りますので何卒よろしく
お願い申し上げます。
◎中里（忠）次年度幹事：大変未熟でありますので、諸先輩
の皆様方にご指導ご協力を頂きまして、精一杯頑張りた
いと思います。どうぞよろしくお願い致します。
◎吉島次年度会計：島田年度は増強が行われています
し、例会も一寸少なくなっていますので、繰越金が残るか
と思います。それを基に予算等組んでいきたいと思いま
す。よろしくお願い致します。
◎前島次年度ＳＡＡ：しゃべるのは嫌いではないのです
が滑舌が良い方ではないと思っています。歴代ＳＡＡを
思い描きながら、市川さん、神田（敬）さんに負けず劣らず
頑張っていきたいと思います。
◎森次年度クラブ奉仕委員長：すごい方が他にいっぱい
居られると思いますが、私に声を掛けて頂きましたので、
一生懸命頑張りたいと思います。先輩にいろいろ質問し
ますのでその時はよろしくお願い致します。
◎福島次年度職業奉仕委員長：昨年、一昨年の委員長
が共に計画書に「金看板」という言葉を使われていて、腰
が引けました。「四つのテスト」も英語に、歌にと来て、次
は何をやったらいいのかなと胃の痛い状況です。いろい
ろと考えて頑張りたいと思いますのでご指導の程よろし
くお願い致します。
◎市川次年度国際奉仕委員長：入会して１０年程経ちま
すが、親睦等の活動が長く、今回は敷居が高いように感
じます。歴代の委員長に教えを請うて勉強しながらやっ
ていきたいと思っています。
◎吉田（行）次年度青少年奉仕委員長：会長を盛り立てて
サポートしていきたいと思います。どちらかと言うと好き
な分野なので一生懸命取り組ませて頂きたいと思います。
◎中山次年度親睦活動委員長：親睦の委員は８回目（笑）
です。何とか皆さんに楽しんで頂けるような例会を創って
参りますのでよろしくお願い致します。
◎大﨑次年度プログラム委員長：会長幹事とよく相談し
ご経験の委員長に教えて頂きながら、穴の空かない、有
意義な例会を創っていけたらと思っています。
◎田中次年度会報・広報委員長：入会３年目です。今回お
声を掛けて頂き、果たして自分に務まるのかなと思った
のですが、歴代委員長、委員の方々に勉強させて頂いて
一年間努めていきたいと思います。
◎増島次年度ロータリー財団委員長：１９１７年、Archibald 
CooperKlumphが“Doing Good in the World”（世界でよい
ことをしよう）と言って出来たのが財団。その前に“Endow-
ments for the purpose of”が付くのです。「世界でよい
ことをする目的のために寄付をしよう」という事で、私が
行ったら皆さん快く寄付をして頂きたい（笑）。上の方から
何人か行きたいと思いますのでよろしくお願い致します。
　
　

会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率
前々回修正
出　席　率
法定休日のため
例会取消 修正なし

月   日 当　番
［担当委員会］例会数 行　事　予　定

（ 月間テーマ　職業奉仕月間 ）

土屋（良）君
髙 橋 君

土屋（崇）君
田 中 君

［国際奉仕］

［会長・幹事］

［会長・幹事］

吉田（健）君
矢島（巌）君

卓話
【結婚・誕生日祝】

例会取消 法定休日

ＩＭ 振替休会

飯能市長 大久保　勝様

埼玉県議会議員 内沼博史様

新年例会・卓話

駿河台大学留学生
～入賞者による発表～

卓話「日本語スピーチコンテスト」




