
・点　鐘　土屋会長
・ソング　君が代　奉仕の理想　四つのテスト

【入会式】
◎新入会員紹介　　　　　　　　　　　　吉田（行）君
金山範夫（かなやまのりお）様　５６歳。Ｓ３８年、入間市で２

人兄妹の長男として生まれ
る。Ｓ５７年、狭山高校、Ｓ６１
年、亜細亜大学を卒業し、飯能
信用金庫に入行、狭山西支店
に配属。仏子、新所沢、川越石
原町、東村山、ふじみ野の各
支店を経て、Ｈ２１年より支
店長職として本店営業部審
査グループ、総務グループ、
西東京支店に配属。Ｒ２年３
月、飯能中央支店支店長に
着任。趣味はまち歩きだそ
うです。

◎新入会員紹介　　　　　　　　　　　　　　森君
木川泰宏（きがわやすひろ）様　帝京大学医学部を卒業。

大学病院、整形外科等に勤務
後、Ｈ１３年、飯能整形外科病
院を設立、院長に就任。救急
指定の病院ではないにもか
かわらず、救急整形の患者
は２４Ｈ全て受け入れ。血の
付いた白衣のまま経営会議
に参加される医師もおられ
る。昔、舎弟１０名を抱えて開
業していたお父上（木川一男
パスト会長）の木川接骨院も
３６５日２４Ｈ、玄関の鍵はか
かっていなかったとの事。

父の仕事に誇りをもち、現在の病院でも絶対に救急
を断らない事をモットーにしているそうです。スタ
ントマン、プロデューサーとしての顔もお持ちです。
◎金山会員挨拶
　飯信に勤務して３４年目。生まれも育ちも入間市な
のですが両親が飯能で勤務していた事もあり、幼い

頃は飯能河原等で遊んだりしました。飯信に勤め、飯
能ＲＣ入会の機会を頂き大変嬉しく思っております。
諸先輩にご指導を仰ぎながら奉仕に励んで参りたい
と思います。どうぞよろしくお願い致します。
◎木川（泰）会員挨拶
　救急も含めた整形医療に携わる一方で、昔からス
タントマンをやっていて、芸能人がお忍びで病院を
訪ねてくれる事もあります。趣味はボランティア。
川越キングス・ガーデンが水没した時にはいち早く
駆け付け出来る範囲の事をやりました。台風の度に
一人で水戸や千葉にも出掛け、物資を運びました。暇
があれば飯能河原でゴミ拾いをしています。現在も
テントを建てて診療を断らない形をとっています。
病院に来られているスタッフの中には最前線で闘っ
ている男が居り、防衛医大では３２歳と４０歳の方が
亡くなられたそうです。僕は自分が罹っているつも
りで防御、行動しており、マスクをつけたままですが
ご理解頂きたいと思います。出来る限り地域のため
に頑張っていき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／額・四つ
のテスト・バナー贈呈／小川ＲＣ情報委員長より資
料贈呈／誓いの言葉／中里幹事より会員証贈呈・所
属発表：金山会員「会員増強」、木川（泰）会員「職業奉仕」
／乾杯：山川パスト会長

【会長報告】
　お久し振りでございます。例会の開催も４／１以来
約２か月振り。６／９現在、コロナウイルス感染者は
世界で７１１万人、国内で１万７２１０人に上ります。
３／２５に外出自粛要請があり、その後、緊急事態宣言
が出され、５／２５に解除されましたが、今も感染者
が報告されており油断は出来ません。今後は秋冬に
インフルエンザと共にコロナウイルスが第２波とし
て流行する懸念もございます。
　支配人の坂本会員にお願いして、ソーシャル・ディ
スタンスを考慮した広い会場を設けて頂き、御礼申
し上げたいと思います。休会中、５５周年記念式典、
祝賀会、日高との合同ゴルフコンペ、地区大会、親睦
旅行、ホノルルでの国際大会と次々に中止となり、
ＲＣ活動そのものが大きな影響を受けていました。

親 睦 活 動 月 間
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　その中で、５／２、飯能ＲＣ事務局が新しい商工会議
所内に引っ越し。何名かの会員にはお手伝い頂き有
難うございました。クラブ資料等を預かって頂いて
いた、島田直前会長のハリカさんには保管料をお支
払いしたいと思っております。
　本日２名の方に入会して頂きましたが、一日も早
くクラブに慣れて頂き、新しいロータリーライフを
送って頂ければと思います。
　本来なら今日は夜間例会だったのですが、次年度
の顔合わせ役員会や炉辺会談が中止となったため、
それを補う形で、田辺会長エレクトに卓話の時間を
質疑に使って頂きたいと思います。

【幹事報告】
　年度末の会費納入ですが（振込納入ではなく）事務
局に直接持参される方はお早目にお願いします。委
員長個人での立替金等も大至急申請してください。
　今年度４月より来年３月末まで世話クラブとして
お世話をする、米山記念奨学生の江怳（コウ・エツ）
さん：中国黒竜江省出身・新座市在住・十文字学園女
子大学４年生が６／２４例会に参加予定。温かく迎
えて頂きたいと思います。６月のロータリーレート
１ドル＝１０８円。今年度内の寄付は寄付送金明細書
が６／３０に日本の事務局に届いていない場合、次年
度の扱いとなります。１７、２４日のクラブ協議会には
委員長または代理の方に発表をお願いします。
◎例会変更のお知らせ
◇所沢西ＲＣ
・６／２３（火）　エンディングパーティー 夜間例会「堤新亭」
・６／３０（火）　例会取消　定款による
◇新所沢ＲＣ
・６／２３（火）　通常例会「ベルヴィ　ザ・グラン」
・６／３０（火）　４８期最終例会　会場未定
◇所沢ＲＣ
・６／２３（火）　通常例会「所沢商工会議所」点鐘１１：１５
・６／３０（火）　例会取止め　定款による
◇所沢東ＲＣ
・６／１８（木）　通常例会（昼食なし）１３：３０～
・６／２５（木）　最終例会（昼食なし）１３：３０～
◇入間南ＲＣ
・６／２３（火）　例会取止め　定款による
・６／３０（火）　例会取止め　定款による
◇入間ＲＣ
・６／１８（木）　例会取止め　定款による
・６／２５（木）　最終例会　点鐘１８時「西山荘」
◇所沢西ＲＣ
・６／２３（火）　最終例会「ベルヴィ　ザ・グラン」
　　　　　　 次年度理事会１１時～　昼食１２時～　点鐘１２：３０
・６／３０（火）　例会取消

【委員会報告】
◎５５周年記念式典実行委員会　　　　　神田（康）君
　皆様に大変お世話になりましたが式典開催が出来
ず残念に思っております。会計を締めたいと思いま
すので未請求の方は至急事務局までお願いします。
◎親睦活動委員会　　　　　　　　　　　　中山君
　４、５月と記念品のお渡しが出来なかったのです
が本日より再開します。本日は４月の記念日の方の
みとし、来週５月、最終週に６月の方をご披露します。

【出席報告】ＭＵ・無届欠席０ 川口出席向上委員長

【結婚・誕生日祝】《４月》　 大野（泰）親睦活動委員
◇金婚式おめでとう　吉田（武）君、矢島（巌）君
◇入会記念日おめでとう
　安藤君、島田君、髙橋君、坂本君、大野（泰）君
◇会員誕生日おめでとう
　１本橋君、１７伊澤君、１８大附君、２１大野（泰）君
　２３沢辺君
◇結婚記念日おめでとう
　増島君、矢島（巌）君、小川君、吉田（武）君、前島君
◇夫人誕生日おめでとう　６柏木夫人、坂本夫人

【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・金婚式お祝い有難うございます。
　　　　　　　　　　　　　 矢島（巌）君、吉田（武）君
・木川様、金山様、入会おめでとうございます。

　 細田（伴）君、会員増強委員長：吉澤君、小川君、本橋君
・妻の誕生日お祝い有難うございます。
　　　　　　　　　　　　　　　　沢辺君、前島君
・誕生日お祝い有難うございます。
　　　　　　　　大附君、大木君、本橋君、伊澤君
・入会記念お祝い有難うございます。
　　　　　　　　安藤君、島田君、髙橋君、坂本君
・結婚記念日お祝い有難うございます。　　小川君
・皆様のご理解ご協力によりまして無事商工会議所会館
　が竣工致し業務を開始しました。有難うございました。
　　　　会頭：矢島巌君、建設委員長：加藤義明君
・５月末２人目の孫が誕生しました。　　　川口君
・早退します。　　　　　　　　　　　　　吉島君
本日計８０，０００円、累計額８５１，５０２円。
◎１７日例会当番は藤原、福島会員です。

●新年度について　　　　　田辺　實会長エレクト
　次年度会長を務めさせて頂く田辺です。３月から
始める予定だった次年度役員委員長顔合わせ、次年
度理事会打ち合わせ、座談会等は全て中止。地区にお
いてもセミナー、会長幹事会も開催されず、ガバナー
や補佐との顔合わせ会も無い状況の中で次年度を始
めるに当たり、皆様のご協力を頂きたいと思います。
「理事・役員・委員会構成表」で所属のご確認をお願
いします。「会員増強特別グループ編成」各グループ
リーダーには早急に委員会を設け準備をして頂きた
い。次年度テーマ「我らのロータリー」を実現するた
め、１）楽しく価値ある例会。職業上の発想の交換が
行われ、友情を深め、自己改革を図る例会にしてＲＣ
を楽しむ。２）職業を通した奉仕活動。事業において
高潔さと高い倫理基準をもって行動し、役に立つ、価
値ある職業を通し奉仕の心を育む。３）仲間づくり。
会員の友情を深め、連帯感を育み、自己の職業を通し
て奉仕活動をする事により地域の人々に広く理解を
深め、我々会員の行動姿勢に共鳴する人々で志を共
にする職業人の仲間づくりをする。
　テーマを推進するため、細則、例会運営の変更を行
いました。６／３新旧理事会で承認され、１０日間の告
知期間中です。〈第１〉例会取消休会の変更。祝日のあ
る週の例会は次年度から休会とします。年間７回。今
まで４３回の例会が３６回になります。〈第２〉年会費
の改定。３０万２千円から２万２千円減額して２８万円
に変更。今まで別個に米山記念奨学、財団、周年行事
の集金をしていましたが年会費１本にします。原資
は例会７回分を充当。また、会員増強により補う予定
です。〈第３〉例会形式の変更。４名の円卓毎に毎例会
交代で３分間スピーチを年間６、７回行い、会員同士
の親睦、友情を深めるようにしたい。２か月毎に席を
替え、１年間で全会員と交流出来るようにします。

〈第４〉会員の価値観を自覚する機会として例会での
制服着用を推進します。強制ではありません。よろし
くお願い致します。
　大事な点として、ＲＩの方針に基づき「クラブ戦略
計画委員会」を新設。長期計画に基づいたビジョンの
作成、運営、親睦と奉仕の理念に基づいた奉仕活動の
企画、増強の出来るクラブ構築、クラブリーダーの育
成、ガバナー擁立の出来るクラブ、ロータリアンの質
の向上等に向けて、飯能ＲＣの重要な最高決定機関
として、吉田（武）委員長、中里（昌）パストガバナー補佐、
大木パスト会長（Ｓ５１年入会）に重要事項のご判断
を頂きます。
　その他、お手元の資料でご確認頂きたいと思いま
す。

市 川 君
伊 澤 君

会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率
前々回修正
出　席　率
例会取消のため
修正ありません

月   日 当　番
［担当委員会］例会数 行　事　予　定

令和２年７月のプログラム

細田（吉）君
和 泉 君

［会長・幹事］

［会・幹・職奉］

【ＲＣの目的】【結婚・誕生日祝】

【四つのテスト】

【雑誌紹介】

（祝日週振替休日）

［会長・幹事］

五十嵐君
石 倉 君

［会長・幹事］

神田（康）君
木川（一）君

クラブ協議会

クラブ協議会

クラブ協議会

クラブ協議会

例会取消




