
・点　鐘　島田会長
・ソング　君が代 奉仕の理想 四つのテスト
・ビジター（日高）小坂雅彦様　白井威様
・卓　話　内沼博史様

◎日高ＲＣ小坂会長ご挨拶
　３／１５日高ＲＣチャリティーゴルフ大会、
よろしくお願い致します。

【入会式】
◎新入会員紹介　　　　　　　　 新井（景）君
大野正幸（おおのまさゆき）様 長沢在住。Ｓ３２
年生まれ。西川小、東吾野中、私立巣鴨高校を
経て日本大学を卒業。飯能市役所に勤務。お父
様も立派なロータリアンでした。東吾野村の
重鎮、１００町歩位の大山林地主のご家庭です。

◎大野（正）会員挨拶
　西川小は４月開校の

「奥武蔵創造学園」の立地
校、西川林業地帯の学校
で、私の家業も林業です。
西川林業クラブ、西川広
域森林組合、飯能市森林
認証協議会に携わってき
ました。定年後も他所で
勤務しており例会に都合
のつかない場合もありま

すが、市職員として、また、林業をはじめとした
地域活動等から、今回の、地域への奉仕に貢献
したいと思っております。皆様のご指導ご協
力をよろしくお願い致します。
◎新入会員紹介　　　　　　　　 矢島（高）君
森田美明（もりたよしあき）様 Ｓ３０年、北川の
お生まれ。６３歳。造園・土木のご職業柄、
私と数十年の付き合いがありました。北川
小、吾野中、県立秩父農業高校を卒業され、

「（株）森田建設緑化」に勤務。お子様は２男１
女。社長のお手伝いをされているそうです。

◎森田会員挨拶
　吾野の北川、山の中に
住んでいます。生まれも
育ちも、骨を埋めるのも
北川のつもりです。ここ
１５年位、山の空気がだ
いぶ変わりました。これ
から楽しい、奥武蔵・飯
能の中での山が展開出来
そうな予感が致します。
諸先輩方のご指導を仰ぎ

ながら、楽しい、夢のある暮らしが出来れば、
また、それによって自分のお世話になった
方々にご奉仕の気持ちで還元出来ればと思っ
ております。どうぞよろしくお願い致します。
◎島田会長よりバッジ装着・歓迎の言葉／誓
いの言葉／会長より額・四つのテスト・バナー
贈呈／間邉Ｒ情報委員長より資料贈呈／馬場
幹事より会員証贈呈・所属発表：大野（正）会
員「青少年奉仕」、森田会員「国際奉仕」／乾杯：
細田（吉）パスト会長

【会長報告】
　新年あけましておめでとうございます。本
年もよろしくお願い申し上げます。
　大野（正）さん、森田さん、新しい仲間が２
人増え、また、先程理事会では「埼玉りそな
銀行支店長」をご承認頂きました。あと１
人、頑張って増強に努めます。第３グループ
で一番多い所帯となりました。本橋委員長は
じめ皆様のお蔭です。
　訃報。今朝、馬場幹事のお父様が亡くなられ
ました。１４・１５日「法要殿」でのご葬儀です。
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【幹事報告】
　私事で恐縮ですがよろしくお願い致します。
　第８回理事会を開催。前回議事録、２月プ
ログラム承認。ＩＭについて。新入会員承認。
日高合同夜間例会について。４／１３・１４地区
大会。ロータリーレート１ドル＝１１２円
◎例会変更のお知らせ
◇所沢中央ＲＣ
・１／２１（月）　振替休会（２０日 ＩＭ）
・２／１１（月）　例会取消（法定休日）
　

【出席報告】　　　　　 細田（伴）出席向上委員
　
　
　
　
　

【Ｍ　　Ｕ】
１／８（日高）土屋（良）君
　

【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・よろしくお願い致します。
　（日高）会長：小坂雅彦様、幹事：白井威様
・昨日の会議所賀詞交歓会には内沼県議さん
　をはじめ多くのロータリアンの皆様のご出
　席有難うございました。　　　 矢島（巌）君
・内沼県議、本日は卓話よろしくお願い致し
　ます。　半田君、吉島君、間邉君、小川君
　　　 沢辺君、伊澤君、本橋君、矢島（高）君
　　　　　　　　　　　　　加藤君、髙橋君
・大野様、森田様、入会おめでとうございま
　す。 本橋君、矢島（高）君、加藤君、沢辺君
・年末に身内に不幸がありました。年賀を欠礼致
　しました。ご報告申し上げます。　 吉田（健）君
・日高ＲＣ小坂様、白井様、ようこそ！ 間邉君
　　　 吉島君、髙橋君、伊澤君、矢島（高）君
・早退します。　　　　　　和泉君、前島君
本日計１７，０００円、累計額５１２，００１円。
◎１６日例会当番は吉田（健）、矢島（巌）会員です。
　

【卓　　話】

　
　

　県議にさせて頂き４年経ちました。飯能ＲＣ
の皆様方からはさまざまな場面でご意見ご提
言を頂き感謝申し上げます。私のモットーは
「地域の声を県に届ける、市と県のパイプ役」。
３月、１０月に一般質問もさせて頂きました。
市政は身近ですが県となると活動がなかなか
分かりません。私は飯能市の取り組みを県に
上げ、そこに予算が入って一緒に協力しなが
らやっていくという事をさせて頂いておりま
す。大久保市長は「飯能市を日本一にする」
という事で地方創生の取り組みをされており、
私は飯能市議会とも一緒に話し合いながら取
り組みを進めています。この埼玉西部地域が
どれだけ重要な地域であるかという事を今日
はお話させて頂きたいと思います。
　朝、飯能駅南口に立たせて頂いており、私
は一寸見られなかったのですが、日テレの朝
の情報番組「ＺＩＰ!」で「ムーミンバレーパー
ク」の特集を放送したそうです。建設等、多
くの皆様に関わって頂き、メッツァが出来上
がった事に感謝申し上げたいと思います。

　昨年６月、埼玉県は
「（株）ムーミン物語」と観
光分野における連携・協
力に関する協定を締結。
台湾の旅行博に県観光局
が行き、メッツァのＰＲ
を行う等、国内外の旅行
会社に県の主要観光地と
メッツァを周遊するルー
トを企画販売、その他を
連携して行う事になりま

す。「埼玉県観光物産協会」の国認定ＤＭＯ法人
への格上げはほぼ決まり、ここともさまざま
な連携を結ぶ事になると思います。
　埼玉西部地域の核となるメッツァは、埼玉
を「日帰り観光」から「宿泊型」にしていくため
の核としての存在であり、飯能市もさまざま
な恩恵を被る事になります。まちなかにお金
を落して頂くような取り組みをもっとやって
いければと思っております。
「農のある暮らし／はんのう住まい」の取り
組みで既に１１組の居住が決定しましたが、
これを県にも発信し、「埼玉物語」という冊子
を作って県でもこの定住促進策に取り組んで
いるところです。
　本日入会された森田様にはＮＰＯを立ち上
げ、地域の足の確保の取り組みを始めて頂き
ました。大野様には林業の専門家として西川
林業の活性化に取り組んで頂いております。
　埼玉県で今、大きな取り組みとしているの
が「鶴ヶ島ＪＣＴ周辺地区再生計画」です。県
農業大学校跡地へのＩＨＩ誘致が昨年決定し、
ここを中心に半径１０キロ圏内の１３市町で
ＩｏＴを活用した超スマート社会（Ｓｏｃｉｅｔｙ
５．０）と経済発展を実現しようとしています。
独居高齢者や子どもの見守り、また、「スマー
ト農業」として、ＩｏＴセンサーを搭載した「く
くりわな」に鳥獣が掛かるとスマホに通知す
るという実証実験も始めています。既に飯能
市では予算組みもされているとの事。また、
水位計にＩｏＴを組み込む事で、河川氾濫や
土砂災害の避難のタイミングが計り易くなる
等の効果も得られます。
　自民党県議団としては、県議会主導で県が
作れない条例を策定し、県に発信していこう
との事で「手話言語条例」「ノーマライゼーシ
ョン条例」「犯罪被害者等支援条例」等を制定。

「青少年健全育成条例」を改正、「ＪＫビジネス」
を規制しました。４年で１１本の条例を制定さ
せて頂き、２月定例会には「特殊詐欺の被害の
防止に関する条例」を掛ける予定です。
　飯能市発展のため、市の取り組みをさらに
アピールしていければと思っております。飯
能ＲＣのますますのご発展をお祈り致します。
　

卓話

　　「飯能市内自治会の
現状と問題点　そして地域から世界への
想い」
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新年のご挨拶
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月   日 当　番
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（ 月間テーマ　平和と紛争予防／紛争解決月間 ）

吉 島 君
矢島（高）君

［Ｒ情報］

吉田（行）君
吉 澤 君

［出席向上］

五十嵐君
都 築 君

［職業奉仕］

［プログラム］

森 田 君
安 藤 君

クラブ奉仕委員長飯能ＲＣ

飯能ＲＣ新井康夫会員紹介者：吉田（行）会員

都築敏夫会員紹介者：吉澤会員

伝統ある飯能ＲＣを学ぶⅢ

【結婚・誕生日祝】

飯能市自治会連合会会長
一丁目自治会会長 和田 毅様

イニシエーション・スピーチ

株式会社マルナカ 代表取締役

「飯能ロータリークラブで学んだこと」

卓話

職業奉仕委員長飯能ＲＣ 中里昌平会員

服部融亮会員

「私の職業奉仕」

卓話




