
・点　鐘　土屋会長
・ソング　君が代　奉仕の理想　四つのテスト

【会長報告】
　今年もあと１か月という事になりました。平成か
ら令和になり、天皇陛下が即位され、時代の変換点に
我々は居たのだなという印象でございます。これか
ら平和な良い年になるのではという気持ちにもなり
ましたが、一方で台風や大雨の被害がありました。
来年は良い年になるよう期待したいと思います。
　地区から田辺實会員にＲＬＩ修了証が参っており
ます。贈呈致します（拍手）。
　２９日、５５周年記念式典の打ち合わせ。各委員長よ
り予算配分に沿った事業内容の経過報告、神田（康）実
行委員長より式次第、会場レイアウトも示されました。
来年３月２８日（土）午後３時より。招待者１６０名弱。各
委員長には日頃の委員会活動と２足の草鞋で携わっ
て頂く事になりますがよろしくお願い致します。
　本日理事会で次年度の会長、副会長、理事、役員
の発表があり、全会一致で承認されました。
　インフルエンザのワクチン接種による予防効果は
何％位なのかと疑問に思われる方もいらっしゃると
思います。インフルエンザウイルスは毎年変異して
形が変わるためシーズンで当たり外れがどうしても
出てしまうのですが、６０～７０％の予防効果がある
と言われています。接種すれば絶対に引かないとい
うわけではなく、１００人中１０人が発症する事態で
３～４人の発症を抑えられるという程度なのです。
ほかのワクチンと比べ、やや効果としては見劣りが
するのかなという事ですが、「重症化の予防」「死亡リ
スクを低減する」というエビデンス（検証結果）は出
ております。ウェブ上には「ワクチンは無効だ」とい
う情報もありますが、実際には、インフルエンザを回
避する最善の方法というのは日頃の予防、うがいと
手洗い。あとは毎年ワクチンを受ける事が大事とい
う事ですので、是非年内に受けておいて頂ければと
思います。

【幹事報告】

　来週は５６期上期のクラブ協議会です。１２月の
ロータリーレートは１ドル＝１０８円です。
　

【委員会報告】なし
　

【出席報告】ＭＵ・無届欠席０　　 杉田出席向上委員
　
　
　
　
　
　

【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・遅刻しました。　　　　　　　　　　　　小川君
本日計１，０００円、累計額４７６，５０１円。
◎１１日例会当番は柏木、神田（敬）会員です。
　
・閉会点鐘　土屋会長

《年次総会》

◎土屋会長：定款第６条第２節に記載される総会に
先立ち、理事会での承認が得られておりますが、総
会での承認が必要とされています。次年度役員の発
表をお願い致します。
◎間邉指名委員長：飯能ＲＣ内規により指名委員は
直近の会長経験者４人、島田、和泉、小川、間邉で
務めさせて頂きました。発表させて頂きます。
　

２０２０－２０２１年度　飯能ＲＣ役員（敬称略）

　　　　　会　長　　　田辺　實
　　　　　会長エレクト 髙橋　弘
　　　　　副会長　　　服部融亮
　　　　　直前会長　　土屋　崇
　　　　　幹　事　　　森　健二
　
◎土屋会長：発表に関してご意見等無いようでした
ら拍手をもってご承認頂きたいと思います（拍手）。
有難うございました。続いて、田辺エレクトより次年
度の理事・役員を発表して頂きます。
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◎田辺エレクト：次年度役員を発表させて頂きます。
　　　会　計　　半田　武
　　　ＳＡＡ　　本橋　勝
　　　クラブ奉仕委員長　吉田武明
　　　職業奉仕委員長　　山川荘太朗
　　　社会奉仕委員長　　吉澤文男
　　　国際奉仕委員長　　神田康夫
　　　青少年奉仕委員長　矢島高明
　　　親睦活動委員長　　坂本淳二
　　　プログラム委員長　伊澤健司
　　　会員増強委員長　　大野泰規
　　　会員選考委員長　　新井景三
　　　会報・広報委員長　吉田行男
　　　ロータリー財団委員長　矢島　巌
◎土屋会長：ご意見等無いようでしたら拍手にてご
承認頂きたいと思います（拍手）。有難うございました。
◎田辺次年度会長：第５７代会長にご指名頂きました

田辺です。伝統ある飯能ＲＣ
の会長として一生懸命頑張り
たいと思っております。入会
２０年目ですがＲＣについて
の知識もあまり無く、至らな
いところだらけですので、諸
先輩、パスト会長のご指導、会
員皆様のご支援ご協力をお願
い申し上げたいと思います。
次年度は創立６０周年に向け、
ＲＣの原点と言われる「職業
奉仕」「親睦活動」を重点項目

にしてクラブ運営を考えたいと思っています。皆様
のご協力をお願い致しまして次期会長拝命のご挨拶
とさせて頂きます。どうぞよろしくお願い致します。
◎髙橋次年度会長エレクト：戦略計画を立てる事が
エレクトの重要な仕事とされています。田辺会長の
方針を尊重しつつ、皆様のお考えやご意見にも耳を
傾けながら、飯能クラブが将来においてこうありた
いというビジョンを描き、それに沿った目標、行動
計画を立てるようにしたいと考えております。どう
ぞよろしくお願い致します。
◎服部次年度副会長：入会２０年を迎えまして、まだ
まだ若造のつもりでおりましたけれども、お蔭様で
還暦になりました。新しい節目かなと考えておりま
す。田辺会長の後ろをしっかりと追いながら職責を
全う出来るように考えていきたいと思います。よろ
しくお願い致します。
◎土屋次年度直前会長：会長方針に従い、歩んでい
きたいと思っております。会員増強に向けても頑張
りますのでよろしくお願い致します。
◎森次年度幹事：入会から年数が浅いため、幹事と
いう大役で結構緊張しています。今までいろいろな
幹事の方を見てきましたが、本当に皆さん一生懸命
で、滞りなくいろんな事をやられていて、大変だなと
思っています。経験不足ですので、先輩方からご意
見ご指導を頂いて、いろんな事に協力して頂かない
と務まらないような気が致します。叩かれ弱いもの
ですから褒めて頂いた方が伸びる性格だと思いま
す。皆様よろしくお願い致します。
◎半田次年度会計：会計も登壇も久方振りで、年甲
斐も無く緊張しております。予算に基づいた実行が
適正、的確に行われますよう、事務局の力を借りなが
ら一生懸命相勤める所存でございます。どうぞよろ
しくお願い致します。
◎本橋次年度ＳＡＡ：会長が「例会における親睦を
深め、ロータリー精神を充実する」とおっしゃってい
ます。これに基づいて、明るく楽しい雰囲気の中で
秩序ある運営をさせて頂けるよう、司会の方、務めさ
せて頂きます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
◎吉田（武）次年度クラブ奉仕委員長：クラブ奉仕は
クラブの管理運営が命題です。併せて田辺会長から
は４つのテーマを頂いております。中期運営を見越
したもので非常に難しいかなとは思っております。
しかしながら、委員は中里（昌）、大木委員と（齋藤委員
は病気療養中）、非常に知識と経験が豊富なお二人で
ございますので、お知恵をお借りして、何とか田辺年

度内に課題を消化していきたいと思っております。
よろしくお願いします。
◎山川次年度職業奉仕委員長：「地区の歩み」の中に

「あなたの職業は人や社会の有益な効果を上げてい
るか」「ロータリアンの友人の中にあなたの最も信頼
の出来る友人が居るか」「ロータリーの奉仕の基本は
職業奉仕にあると思うか」との質問がありました。
自分の商売では「有益な効果」は上げていないのでは
ないかと思うところです。低価格でやっているもの
ですから儲けがなかなか出ません。次年度、頑張り
ますので何卒ご協力の程お願い致します。
◎吉澤次年度社会奉仕委員長：（欠席）
◎神田（康）次年度国際奉仕委員長：５５周年の事で頭
がいっぱいです（笑）。いずれにしろ田辺会長の方針に
従って進めて参りたいと思っておりますのでよろし
くお願い致します。
◎矢島（高）次年度青少年奉仕委員長：本年度開催さ
れた飯能ＲＣ主催Ｕ－１０サッカー大会の第２回目を
検討させて頂きたいと考えておりますので、皆様の
ご協力をお願い申し上げます。
◎坂本次年度親睦活動委員長：入会以来ほぼ親睦活
動に属しております（笑）。委員長を拝命するに当たり
大変気が引き締まる思いです。田辺会長の方針の
下、歴代委員長から学ばせて頂いた事を参考に活動
して参りたい。その中で、会員相互のコミュニケー
ションを図る場としては「例会」が一番大切な部分だ
と考えております。「例会」こそが親睦の活動の場だ
という位の気持ちで今後やって参りたいと思いま
す。力足りませんが是非とも皆様のご協力をお願い
したいと思います。よろしくお願いします。
◎伊澤次年度プログラム委員長：重責ではございま
すが、会長の方針に沿うよう、ご意見を伺いながら
会長幹事、皆様方のご指導ご協力を賜り、プログラム
の構成をし、穴を開けないよう一年間頑張っていき
たいと思います。どうぞよろしくお願い致します。
◎大野（泰）次年度会員増強委員長：（欠席）
◎新井次年度会員選考委員長：増強と一緒に新入会
者を探し、名前がある程度挙がって、ＯＫになってか
ら委員会として「ダメ」と言うわけにはいきません
ので、早くのうちに皆さんと話し合っておいて頂き、
声を掛けて頂いて、ある程度内諾の上で話を進めて
いくべきかなと思います。大野委員長と最初によく
打ち合わせをして増強に移って参りたい。皆様にも
ご協力をよろしくお願いします。
◎吉田（行）次年度会報・広報委員長：田辺会長の意
向に沿いながら、出来るだけ、それなりに、一生懸命
努力していきたいと思います。どうぞよろしくお願
い致します。
◎矢島（巌）次年度ロータリー財団委員長：３０年位在籍
していて財団委員会は初めてでよく解らないのです
が、「特別寄付」をお願いするのが大きな仕事かなと
思っています。入会年度毎に調べさせて頂き、まだの
方にはお願いに上がります。会館建設に続いてまた
寄付のお願いで、眠れない夜が続きそうですが、よろ
しくお願いしたいと思います。もう一点、会長方針で
すが、今年度、服部さんが頑張って開催させて頂いた
サッカー大会を継続するという意味で、補助金の申
請を５月頃に行って進めていきたいとの事でござい
ます。

月   日 当　番
［担当委員会］例会数 行　事　予　定

令和２年１月のプログラム
（ 月間テーマ　職業奉仕月間 ）

増 島 君
間 邉 君

森 君
本 橋 君

［国際奉仕］

［会長・幹事］

［会長・幹事］

中 山 君
大 木 君

［プログラム］

森 田 君
中里（昌）君

卓話
【結婚・誕生日祝】

【雑誌紹介】

例会取消 法定休日

飯能市長 大久保　勝様

埼玉県議会議員 内沼博史様

飯能ＲＣ 吉田 健会員

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」

卓話「ロータリーの思い出
　１００回記念世界大会に参加して」




