
・点　鐘　土屋会長
・ソング　君が代　奉仕の理想　四つのテスト
・ビジター（日高）白井威様 小坂雅彦様 古本良子様

【入会式】
◎新入会員紹介　　　　　加藤君（紹介者：山川君）
西澤秀俊（にしざわひでとし）様 みずほ銀行飯能支店
第２２代支店長です。１９６９年生まれ。５０歳。夫人と
一女一男の４人家族。千葉県津田沼生まれ。練馬区立
大泉中学校を卒業。マラソン、遠足等で飯能に来られ
ていたそうです。都立西高等学校、慶応義塾大学経済
学部を卒業。９３年、第一勧業銀行入行。札幌支店、築
地支店、本店営業第６部等勤務。００年、みずほホール
ディングス発足。０３年５月、みずほコーポレート銀行
ストラクチャー第２部を経てみずほ銀行小舟町支
店、福岡第２支店。１２年、みずほ銀行法人マーケティ
ング部。１８年、みずほフィナンシャルグループ監査
業務部等勤務の後、１９年４月より飯能支店長。趣味
は釣り、読書。練馬区にお住まいです。

◎西澤会員挨拶
　大変感激しております。
前任田中同様頑張りますの
でよろしくお願い致します。
◎土屋会長よりバッジ装着
歓迎の言葉／誓いの言葉／
小川ＲＣ情報委員長より資
料贈呈／中里幹事より会員
証贈呈・所属発表「親睦活
動」／会長よりバナー贈呈／
乾杯：木川パスト会長

【会長報告】
　これから一年間よろしくお願い致します。本日は
西澤さんに入会して頂き本当に有難うございます。
島田年度には６名が入会。今年は最初からハードル
が高いなという感じがしております。西澤さんにお
かれましては一日も早くＲＣに慣れ、ロータリーラ
イフを送って頂きたいと思います。
　昨日は日高の夜間例会に新旧の会長幹事で参りま

した。本年度は会員１９名
との事ですが和気藹々と
した温かみのあるクラブ
だと思いました。Ｓ５８年
７月５日の創立。合同の
ガバナー訪問、コンペ、
そして来年３月には飯能
ＲＣ５５周年記念式典も
予定しており、ご出席頂
ければと思っております。
　その後、元飯能ＲＣ会
員の中里和夫さんの通夜
に参列、夫人にご挨拶し
て参りました。

　本日は例会後、５５周年についてパスト会長会議を
行います。よろしくお願い致します。

【幹事報告】
　第２回理事会を開催。前回議事録の承認。配付した

「年度計画書」には３年に１度のＲＩ規定審議会で採択
された変更点が未だ入っておりません。報告があり
次第随時お知らせしたいと思います。寄付・協賛金、
８月のプログラム承認。補佐訪問、ガバナー訪問の件。
７月のロータリーレート１ドル＝１０８円。
◎例会変更のお知らせ
◇所沢ＲＣ
・７／１６（火） 定款により取止め
・７／３０（火） 定款により取止め
・８／６（火）　７（水）所沢５クラブ合同例会
　　　　　　所沢市長卓話に振替
・８／１３（火） 定款により取止め
・８／２７（火） 納涼会に振替
◇新所沢ＲＣ
・７／１６（火） 例会取消（法定休日）
・７／３０（火） 振替休会（７日、所沢５クラブ合同例会）
・８／６（火）　移動例会
・８／１３（火） 例会取消（法定休日）
・８／２７（火） 振替休会（２４日、所沢中央との
　　　　　　合同ＢＢＱ会　航空記念公園）
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◇入間南ＲＣ
・７／１６（火） 例会取止め（定款８―１―Ｃ）
・７／２３（火） ２４日、納涼家族会へ振替　点鐘１９時
　　　　　　入間基地・花火大会会場
・７／３０（火） ガバナー補佐訪問のため例会時間変更
　　　　　　点鐘１２：３０
・８／１３（火） 例会取止め（定款８―１―Ｃ）
・８／２７（火） ガバナー公式訪問のため例会時間・
　　　　　　例会場変更　点鐘１２：３０ 武蔵クラブ

◎日高ＲＣ白井威会長ご挨拶
　第３７代会長を務めさせて頂き
ます白井威（たけし）と申します。
昨年度は２１人でしたが、今年度
１９人からのスタートとなりまし
た。飯能さんの力添えを頂きなが
ら頑張っていきたいと思いますの
でよろしくお願い致します。

【委員会報告】
◎親睦活動委員会　　　　　　　　　　　　中山君
　本年度、入会記念品は「忘れ物発見器」、誕生日は「ヘ
リテイジディナー券」、使われない場合は「夢彩菓すず
き」でお菓子と交換して下さい。結婚記念、夫人誕生日
については予算ひっ迫のため記念品はございませ
ん。ご披露はさせて頂くので「ニコニコＢＯＸ」へのご
寄付はご本人の意志にお任せしたいと思います。

【出席報告】無届欠席０　　　　川口出席向上委員長

【Ｍ　　Ｕ】
６／２３（地区）和泉君、中里（忠）君
７／２（日高）土屋君、中里（忠）君、島田君、馬場君

【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・お世話になります。
　　　（日高）白井会長、古本幹事、小坂直前会長
・日高ＲＣ小坂様、白井様、古本様、ようこそいらっしゃ
　いました。 細田（伴）君、新井（景）君、矢島（巌）君、小川君
　　伊澤君、間邉君、田辺君、土屋君、中里（忠）君、田辺君
　　　　　　　　　　　　　　　 　髙橋君、前島君
・西澤様入会おめでとうございます。
　　　　　　　　　細田（伴）君、田辺君、加藤君、本橋君
・土屋会長を始め役員の皆様一年間よろしくお願い
　します。頑張って下さい。
　　　　　　　　　安藤君、間邉君、矢島（巌）君、小川君
・初回から一年間よろしくお願いします。
　　　　　 土屋君、中里（忠）君、田辺君、髙橋君、前島君
・大学１年砲丸娘、日本選手権６位入賞。今、フランス
　で頑張ってます！　　　　　　　　　　大野（康）君
・前島宏之ＳＡＡ様、激務の一年間になろうかと思います
　がお身体を大切にしてスムーズな司会・進行が出来ます
　ようお祈り致します。　　　 　直前ＳＡＡ神田（敬）君
本日計２１，０００円、累計額２１，０００円。
◎１０日例会当番は小川、大野（康）会員です。

・閉会点鐘　土屋会長

＝クラブ協議会＝
司会：土屋会長

◎土屋 崇会長
　マローニーＲＩ会長は「ロータリーは世界をつなぐ」
地域社会、世界との繋がり、仲間との、支援を必要と
する人々との繋がりを掲げています。２０１２－１３年度
に続いて鈴木ガバナーは２回目。地区協議会では

「選考過程が分からない」等の議論もあったようです
が、なかなかガバナーが決まらず、指名委員長だった
鈴木さんが責任をとる形で引き受けられたようです。
地区テーマは「つなげる」、「変化」は基本に返る事だそ
うです。不合理、不便さを解消し地区組織は縮小、簡素
化され、執行委員の数もだいぶ減っています。クラブ
会長は柔軟な運営と意識改革をせよとの事でした。

強調事項は会員増強と退会防止。飯能ＲＣはＳ３９年
に創立、５５周年を迎えました。歴代の会長幹事、会員
によって築かれた歴史と伝統は脈々と受け継がれて
おります。「つなぐ」という事はＲＣ活動の原点と言え
るのではないかと思います。飯能ＲＣが１００周年に続
くように、また、委員会活動の継続性、会員同士・家族・
地域社会・他団体との交流も活性化に「つながる」ので
はないか。個人的には、一人ひとりのロータリアンの
魅力、活動を通じて得られる信頼感・達成感・充実感と
いったものがＲＣに居る１つの大きな要素だと思い
ます。１）５５周年、２）ガバナー輩出の下地作り、３）公
共イメージ向上のため地区補助金を申請しました。
ひと言で言うなら、ＲＣとは「自分と自分の職業を磨く
事によって地域社会、国際社会に奉仕する団体」だと
思っています。４）純増１名。人材発掘をして頂きたい。
５）退会防止。次年度に無事バトンタッチ出来ます
よう、ご指導ご鞭撻をよろしくお願い致します。

◎中里忠夫幹事
　一年間よろしくお願い申し上げ
ます。幹事としての通常任務を遂
行致しまして、会長はもとより各
委員会、事務局と連絡を取り合
い、連携・協力をしっかりしてク
ラブ運営に努めて参ります。小さ
な人間でございますがご指導頂き
頑張っていきたいと思います。
◎前島宏之ＳＡＡ
　本橋勝副ＳＡＡと担当。例会が
楽しく明るく運営されるよう気品
と風紀を守りつつ努めて参りた
い。会長方針に従い、例会の開始か
ら終了まで円滑に進むよう、また
会長幹事の報告等が正確になされ
るよう気配りします。記念品は少
なくなりますが、ニコニコＢＯＸ

へのお声掛けはさせて頂きたいと思っております。
◎吉澤文男会員増強委員長
　中里昌平、本橋勝委員と担当。「新しい仲間を増や
しつなぐ」をスローガンに、一人でも多くの入会候補
者を探し出す事に専念し現会員の維持にも努めます。
厳しい経済状況ですが純増１名以上を目標に本橋前
年度委員長にもご指導頂きながら頑張って参りた
い。皆様には情報提供のご協力をお願い申し上げます。
◎矢島 巌会員選考委員長
　大木重雄委員と担当。増強委員会から推薦された
入会候補者を分類委員会と連携を図り慎重に審査し
結果を理事会に報告します。「立派な会員を増やせば
自ずと会員は増え、質の悪い会員を入れると自ずと
会員は減ってくる」と言われるように、飯能ＲＣに相
応しく社会的にも信頼されている人を一人でも多く
紹介して頂けるよう、増強委員会だけに任せず、全会
員一丸となって増強に努め、分類委員会共々忙しく
なりますよう、一年間よろしくお願い致します。
◎小谷野正弘職業分類委員長
　安藤泰雄委員と担当。飯能地区内の主たる職業を
拾い職業分類をしていきます。プロ野球チームをも
つソフトバンク、楽天関連のＩＴ企業、メッツァ関連の
事業者、工業団地入居者に候補が見つかると楽しみ
です。多くの方が入会されるよう増強、選考委員会と
連携していきたい。現時点の充填・未充填の職業分類
表を作成します。一年間よろしくお願いします。

会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率
前々回修正
出　席　率

月   日 当　番
［担当委員会］例会数 行　事　予　定

令和元年８月のプログラム

沢 辺 君
坂 本 君

［会員増強］

［会長・幹事］

鈴 木 君
都 築 君

卓話「これからの飯能市体育協会」
岡部素明様特定非営利活動法人飯能市体育協会

ガバナー補佐訪問

例会取消（定款による）

ガバナー公式訪問
（飯能・日高合同例会）

【結婚・誕生日祝】

【雑誌紹介】

吉田（健）君
矢島（巌）君

［会長・幹事］

（ 月間テーマ　会員増強月間 ）




