ロータリーは世界をつなぐ

ＲＩ会長 マーク・ダニエル・マローニー
2570地区ガバナー
第３グループ
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つなげる：未来へつなぐ
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変化：変える（基本に返る）
例会場：ホテル・ヘリテイジ飯能sta.
事務局：飯 能 商 工 会 議 所 内

曇
土 屋

崇
幹 事 中 里 忠 夫
水 曜 日（12:30～13:30） 当 番 細田（伴）君、半田君

・点 鐘 土屋会長
・ソング 手に手つないで 四つのテスト
・米山記念奨学生 江怳
（コウエツ）
さん（中国）
【会長報告】
今日が今年度の最終例会となりました。振り返っ
てみますと、上期はガバナー訪問はじめ順調に続け
てこられたのですが、下期はコロナの影響で、ＲＣ始
まって以来の事だと思いますが、夜間例会、親睦旅
行、地区大会、国際大会と、さまざまなイベントが
中止となってしまいました。これも致し方ないのか
なと思っておりますが、ここまでこれましたのは皆
様のご協力の賜物と改めて感謝申し上げます。本当
に有難うございました。
本日は米山記念奨学生の江さんに奨学金を贈呈し
たいと思います。
◎大野
（康）米山記念奨学委員長
４月から奨学生をお迎えする事になっていたので
すが、
コロナの影響で４、
５月は果たせず、土屋年度
最終日の今日来て頂きました。来年の３月までです
がよろしくお願い致します。
◎江怳さん
皆さんこんにちは。十文字
学園女子大学メディアコミュ
ニケーション学科４年生の江
怳です。新座市から参りまし
た。出身地は中国の一番寒い
所、
黒竜江省で、
冬は－２０℃
位。アイスを地面から出して
売るような面白いまちです。
ご興味のある方は是非いらし
て下さい。今は、グラフィッ
クデザインを主に学ぶゼミに
入っていますが、アニメーションや映像制作にも興
味があって、コツコツ学んでいました。今年１月の
（奨学生）
面接ではすごく緊張しましたが、待合室で
他の皆さんと会った時にはその熱意と明るさに感動

して一瞬で緊張が解けました。面接の最後にはとて
も気楽でやさしい雰囲気だったので、
「もし面接で落
ちたとしても皆と一緒に活動に参加するチャンスは
あるんでしょうか」
と言いました。
今ここに居る事が
出来て本当に嬉しく思います。これから一年間よろ
しくお願い致します。
【幹事報告】
皆様には一年間本当にお世話になりました。どう
も有難うございました。
“幻の地区大会”の冊子Ｐ６０、
土屋会長のお名前が
間違っており、
地区に連絡をしておきました。
【委員会報告】
◎会報・広報委員会
神田
（敬）君
第２９１３例会報の、
増強に関する数ですが、
正しく
は増強
「４名」
、退会
「４名
（うち２名は死去）
」
で
「±０」
となります。確認が至らず申し訳ありませんでし
た。訂正させて頂きます。
◎次年度幹事
森君
皆様との打ち合わせが全く出来ない状態で新年度
が始まります。一番変わる
「席次表」
をご覧下さい。
３分間スピーチをお願いする方もいらっしゃいます
のでご協力の程よろしくお願い致します。
【出席報告】ＭＵ・無届欠席０

柏木出席向上委員

会 員 数
当
日
前々回修正
全 数 対 象 出席数 出席率 出 席 率
【結婚・誕生日祝】
五十嵐親睦活動委員
◇喜寿おめでとう 新井景三君
◇入会記念日おめでとう
（景）君、藤原君、中山君、福島君、本橋君
新井
伊澤君、鈴木君、天ヶ瀬君
◇会員誕生日おめでとう
２馬場君、３森君、６新井
（景）君、１７半田君

２５鈴木君、２７和泉君、２９大木君
◇結婚記念日おめでとう
天ヶ瀬君、坂本君
◇夫人誕生日おめでとう
３安藤夫人、９杉田夫人、１２森田夫人
２０矢島
（高）夫人、２８前島夫人
【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・江さんようこそ。
これからよろしくお願いします。
（康）君
大野
・入会記念日お祝い有難うございます。
新井君
福島君、中山君、天ヶ瀬君、本橋君、伊澤君
・誕生日お祝い有難うございます。
新井君、馬場君、鈴木君、杉田君、森君
・細田建設株式会社が本日、税務署長より吉島会計
事務所立会の下、優良法人として２回目の表敬を
戴きました。
細田
（伴）君
・土屋会長、中里幹事、前島ＳＡＡ、髙橋副会長、
一年間ご苦労さまでした。
矢島
（巌）君、間邉君
・一年間有難うございました。土屋会長、
田辺会長エレクト
髙橋副会長、中里
（忠）幹事、前島ＳＡＡ
・妻の誕生日お祝い有難うございます。
矢島
（高）君、前島君、安藤君
・お蔭様で無事健康で傘寿を迎えられました。天に
感謝・全てに感謝です。
半田君
・前回の不足分です。
吉田
（行）君
本日計８４，
０００円、累計額９７４，
５０２円。
◎１日例会当番は細田
（吉）、和泉会員です。
・閉会点鐘 土屋会長
＝クラブ協議会＝
司会：土屋会長
◎小川晃男ロータリー情報委員長
複数回の委員会開催は出来ませんでした。
１０／９
例会後、
新入会の方に向け
「ロータリーを彩る人々」
と題し、創成期からのロータリアンを紹介。２／５
米山梅吉の生涯について戦前までの事を私が卓話で
お話しました。戦後の活躍にも触れたかったのです
が時間が足りませんでした。３月に予定していた、
お酒を伴う炉辺会談の開催は叶いませんでした。
◎中山久喜親睦活動委員長
間邉元幸、
矢島高明、
坂本淳二、
大野泰規、
鈴木康弘、
五十嵐正則、
西澤英俊委員と担当。毎月第２例会に
入会・会員誕生日のご披露をさせて頂き、
結婚記念日・
会員夫人誕生日は記念品なしで、
ご協力頂きました。
９／２６夜間例会
（ヘリテイジ飯能）
ギター漫談。
１０／２３
夜間例会
（大松閣）
ウーマンオーケストラ
（バイオリ
ン＆チェロ）
。
１１／２４親睦ゴルフコンペ
（飯能グリーン
ＣＣ）
優勝者・天ヶ瀬会員。１２／１８Ｘマス家族会
（ヘリ
テイジ飯能）
マリンバ四重奏。
４／１６飯能日高合同親睦
ゴルフコンペ、
５／１７親睦旅行、
６／１０夜間例会は中止。
前半は委員７名と綿密な計画の上に行って参りまし
たので、概ねご納得頂ける親睦事業が出来たと思っ
ております。至らぬ委員長を盛り立てて頂いた委員
の皆様、会員皆様に心より感謝申し上げます。
◎福島 毅職業奉仕委員長
沢辺瀞壱、
吉田武明委員と担当。継続事業
「四つの
テスト」
の歌唱は飯能ＲＣならではのものとなったと
思います。
周年事業ではプログラム委員会と共に
「記
念行事委員会」
として加治中学校吹奏楽部による記
念演奏会を担当。
飯能ＲＣが誇る
「ニューヤンチャー
ズ」
の懇親会ライブも企画し、
予定日の数日前まで練
習を重ねていたのですが、共に中止となりました。
いつでも演奏出来るように準備しておきますので、
機会があれば是非お声掛け下さい。親睦活動委員会
と協力して、
親睦旅行時に、
職業奉仕を実践する会社
の訪問を計画しておりましたがこちらも中止。心残
りがいっぱいですが一年間有難うございました。
◎市川 昭国際奉仕委員長
大附富義、
木川一男委員と担当。
恒例の駿河台大学
留学生スピーチコンテストは、今年は飯能市の国際

交流パーティーでの開催。１月の例会でコンテスト
優秀者５名による発表を行いました。母国に帰って
も日本の事を想って頂き、将来的に何かに繋がれば
この上もなく嬉しいです。
◎吉田行男青少年奉仕委員長
神田康夫、
山川荘太朗委員と担当。
社会奉仕委員会
「Ｕ－１０サッカー大会」
に予算面を含め全面協力。担
当例会には今井教育長の卓話を予定していましたが
コロナのため中止となりました。雑誌委員会の加藤
委員長、
伊澤、
都築委員と５５周年記念誌の編集を担
当。
皆様には取材協力等、
有難うございました。
５５周
年の冊子の残部４０冊、
５０周年１２８冊の活用にもご
協力をお願いします。一年間有難うございました。
◎社会奉仕委員会（服部融亮委員長、
平沼雅義、
石倉
直治委員）
：
「年度報告書」参照
◎馬場正春環境保全委員長
細田伴次郎、
大野正幸委員と担当。
幹事が終わって
気が抜け、何をしたらいいのかなという気分もあり
ました。
３／４担当例会で
「知っていますか、
あなたの
まちの環境を」飯能市の環境について環境緑水課・
小川稔様の卓話。
「飯能新緑ツーデーマーチ」
は中止。
私は毎年参加していたものですから来年は是非出来
たらいいなと思っています。
◎神田敬文会報・広報委員長
新井景三、
森田美明委員と担当。
会報を皆様に毎週
滞りなくお届けする責務はやってみたら結構大変な
事だと痛感させられました。
会報をＨＰに上げ、
飯能
ＲＣのＰＲをと考えていたのですが、
例年通り、
上げ
るだけで終わってしまいました。飯能ケーブルテレ
ビさん、
文化新聞さんには多大なるご協力を頂き、
飯
能ＲＣをＰＲして頂きました。会報発行には、真野
さん、事務局の西脇さん、西川さんに大変協力して
頂き、一年間どうにか務める事が出来ました。有難
うございました。
◎加藤義明雑誌委員長
伊澤健司、
都築敏夫委員と持ち回りで
「ロータリー
の友」
の記事の紹介をさせて頂きました。ＲＣをより
多くの皆様に知って頂くため、
市役所、
図書館、
行政
センターにも雑誌を配置。
「ロータリーの友」
で検索
するとＩＤとパスワードの入力画面が出て参ります。
「ｒｏｔａｒｙ」
と入力すると過去の記事も全部見る事が
出来ます。
是非ご活用下さい。
服部会員のご協力により
「Ｕ－１０サッカー大会」
の記事を掲載する事が出来ま
した。
５５周年記念誌については、
吉田（行）編集委員長
の下、我々３人も協力して楽しい充実した時間を過
ごさせて頂きました。一年間有難うございました。
◎増島宏徳ロータリー財団委員長
細田吉春委員には多大なるご支援を頂きました。
小谷野正弘、伊澤健司会員よりご寄付を頂戴。我々
の“お金を集める”任務はＣＯＶＩＤ－１９の影響もなく
全う出来ました。有難うございました。
◎大野 康米山記念奨学委員長
半田 武委員と担当。髙橋 弘副会長より特別寄付を
頂きました。４月には地区の米山委員長の卓話を予
定していましたがコロナの影響で中止。４月からは
奨学生の江怳さんを迎え入れる事が出来、とてもい
い委員会活動だったと思います。米山の特徴として
その時の委員長が担当カウンセラーとなりますが、
新年度になっても担当カウンセラーは来年３月まで
そのままというのが決まりだそうで、喜んで担当さ
せて頂きたいと思います。有難うございました。
《バッジの交換》

