
・点　鐘　田辺会長
・ソング　君が代　奉仕の理想
・四つのテスト斉唱　山川職業奉仕委員長
・３分間スピーチ

【会長報告】
　大変な状況ですが出来る
限り万全の予防態勢の下、
例会を行う事と致しました。
除菌、消毒、体温測定、密
接防止のため会場を拡げ４
人テーブルとし飛沫防止板
を設置。体調等を常に考慮
の上、ご出席下さいますよ
うお願い申し上げます。
　報告事項は全て幹事より
行い、本年度「会長報告」で
は３分間スピーチを行いま
す。ＲＣの目的“職業奉仕”をテーマに、高潔性と
高い倫理観を重視し、人間性、人格、人間学、経営学
に関する話を３６例会全てに行いたいと思います。
　仏教の教えは３つに集約されます。厳粛：今とい
うひとときは二度と返ってこない。万物は流転して
繰り返す事はない。この世相は厳粛そのものであり
厳粛は「ありがとう」という言葉に還元される。死ん
だ人は帰らない。自分は厳粛な世相の中で生きている。
言葉に表すなら「ありがとう」しかない。敬虔：自分
だけの力で生きている人はいない。お蔭様という敬
虔な気持ちにならざるを得ない。「すみません」という
平凡な言葉に還元される。いろいろなお蔭で生きて
いるが「恩返しが済まぬ」との意。邂逅：人生はめぐ
り合いの連続。それによってその人の人生はある。
いろんな人に出会い、人生や人格を形成する。邂逅は

「はい」に還元される。「はい」で受け止めないとめぐり
合いにならない。めぐり合いは天地が与えてくれる
もの。「はい」は「拝」。拝んだ時、めぐり合いは自分の
ものになり完成する。仏教の極意は「ありがとう」

「すみません」「はい」に還元されるのです。

【幹事報告】
　理事会で９名の方の入会が承認。１５日入会式。
みずほ銀行支店長の西澤会員に本店から大規模集会
への参加自粛要請があり休会届、承認。２０２１年６月
１２～１６日、ＲＩ国際大会〈台北〉開催（予定）。
◎例会変更のお知らせ
◇入間ＲＣ
・７／９（木）   会場・時間変更「西山荘」点鐘１８時
・７／１６（木） 会場・時間変更「西山荘」点鐘１８時
・７／２３（木） 定款の規定により例会取止め
・７／３０（木） 会場・時間変更「西山荘」点鐘１８時
◇所沢ＲＣ
・７／１４（火） 通常例会
・７／２１（火） 定款の規定により休会
・７／２８（火） 例会振替３０（木）所沢市５クラブ合同例会 市長卓話
◇新所沢ＲＣ
・７／２１（火） 例会取消（定款による）
・７／２８（火） 振替休会（７／３０合同例会）
・８／１１（火） 例会取消（定款による）
・８／１８（火） 振替休会（８／２２移動例会 川越散策）
・９／８（火） 　例会取消（定款による）
・９／２２（火） 例会取消（法定休日）

【委員会報告】
◎直前会長　　　　　　　　　　　　　　　土屋君
　クラブ内規の慶弔規定に、叙勲等あった時には

「２万円を贈呈」とあります。これまで飯能ＲＣでは
故・小久保勝弘会員（Ｈ２５年春・瑞宝単光章）、神田康夫会
員（Ｈ２７年春・旭日双光章）、沢辺瀞壱会員（Ｒ元年春・旭日中

綬章）、田辺實会長（Ｒ２年春・旭日双光章）が受章されてい
ます。改めてお祝い申し上げ、お祝いをお贈りします

（拍手）。　 ※故・小久保会員には中里（忠）直前幹事より過日贈呈。

　
　
　

　

ＲＩ会長 ホルガー・クナーク

親 睦 活 動 月 間

当 番 細田（吉）君、和泉君

第 例会

ロータリーは機会の扉を開く

友達をつくろう
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【出席報告】無届欠席０　　 神田（敬）出席向上委員長
　
　
　

　

【Ｍ　　Ｕ】
６／１９（第３Ｇ）田辺君、森君  ２８（地区）大野（康）君
　【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・田辺年度、益々のご発展をお祈り致します。吉田（健）君
・土屋会長ほか役員さんご苦労様でした。田辺新会
　長ほか役員さんよろしくお願いします。　安藤君
・図らずもこの春の叙勲で旭日双光章を受章しまし
　た。新型コロナの関係で先日伝達式が行われ授与
　されました。有難うございます。　　　　田辺君
・理事会欠席しました。よろしくお願いします。大木君
・今年度一年よろしくお願い致します。
　　　田辺会長、髙橋会長エレクト、矢島（高）副会長
　　　　　　　　　　　　　　森幹事、本橋ＳＡＡ
本日計３１，０００円、累計額３１，０００円。
◎８日例会当番は市川、伊澤会員です。
　

＝第５７期クラブ協議会（第１回）＝
　　　　　　　　　　　　　　　　司会：田辺会長
◎田辺 實会長
　方針を決めるに当たりＲＣの目的・価値観・ロータ
リアンの義務や特典等を調べました。目的は、奉仕の
理念を個人生活・企業専門職・地域社会・国際社会に
おいて奨励・育成すること。パネルに掲示した４項目
の理解が大事です。価値観は、親睦・高潔性・多様性・
奉仕・リーダーシップ等。ロータリアンの義務は、
定款細則の順守・会費納入・例会出席および奉仕活動
への参加・新会員の推薦・委員会活動その他のプログ
ラムへの参加・『ロータリーの友』の購読。「新会員の
推薦」が明記されています。ロータリアンの特典は、
本人が希望しても会員にはなれず、会員による推薦
と選挙で初めて会員になる事が出来る。全世界に品
性高潔な約１２２万人の友人を得る事が出来る。全世
界のクラブ例会・会合に参加出来る。奉仕活動に参加
出来る。ロータリアンとして絶大な信用を得る事が
出来る。ロータリアンとして適格な人を推薦する事
が出来る。以上が掲げられています。これらを基に
本年度テーマを「我等のロータリー」としました。
　価値観の第一、「親睦」については「親睦を深める最
適な場所は毎週１回の定例の例会である事を忘れて
はなりません。例会においていかに友情を深めるか
を考え実行する事と、いかにして真の親睦が保たれ
るような環境を整備するかが重大な任務なのです」
と記されており、本年度は例会方式を大幅に変更さ
せて頂きました。
　ＲＣにおける「多様性」とは「職業の多様性」です。
地域社会の事業や専門職が隈なく代表されたクラブ
であるためには「多様性」に対応出来るクラブ運営が
必要です。５６年の歴史を誇る飯能ＲＣですが、持続可
能なクラブを築くため、経験豊富なベテラン会員に
よる「クラブ戦略計画委員会」を新設しました。時に
会長に物申し、３～５年後のクラブの方向性を立案、
定義して頂きます。また、今のニーズに合った、祝日週
の休会を新設。年会費の２２，０００円減額も多様化を
図る一環です。現在、会員６０名中４０代は３名のみ。
本日理事会で新会員９名の選考をお願いし、ご承認
頂きました。３０代５名（うち２名は７月に４０才）、４０
代２名。女性会員１名です。今後もさらに入会を推奨
する事がクラブの「多様性」にとって大事な事と考え
ます。３０代～１００代という年代、職業、性別の「多様
性」は、持続可能なクラブ運営に必要であり、「我等の
ロータリー」を築くためであります。
「高潔性」「奉仕」「リーダーシップ」については年度
計画書をご覧頂きたい。幹事、ＳＡＡ、会計、各委
員長へのご協力ご支援を賜りますようお願い申し上
げます。一年間どうぞよろしくお願い致します。

◎矢島高明副会長
　例会時における来訪ロータ
リアン・お客様のご紹介、そ
して、今年度から始まりまし
た、各テーブル毎の３分間ス
ピーチのご案内、それと、一
番大事な、会長の目的達成の
ために微力ながら少しでもお
役に立てるよう努めて参りた
いと思います。入会して１７
年目。ロータリーの事をいろ
んなところで勉強してきたつ
もりですが、まだまだ分から

ない事や皆さんに教えを乞う事がたくさんありま
す。副会長という大役、名前に負けてしまうような
私ですので、皆様の叱咤激励、ご指導ご鞭撻を賜り
まして一年間無事に副会長職を務めたいと思ってお
ります。ご協力をよろしくお願い申し上げます。
◎森 健二幹事
　かなり早くから「幹事をやってくれないか」との
お話を田辺会長から頂いておりました。入会してま
だ８年位、全く分からない中で、中里（忠）幹事から
ご指導を受けて準備して参りましたが、予定通りい
かない事が多く、苦慮しました。その中で肝に銘じ
ているのは、私の大きな仕事は、会員皆様に健康で
滞りなく一年間を過ごして頂く事であるという事で
す。会長とご相談し、今回のような席にして消毒、
検温にもご協力をお願いする事となりました。ま
た、吉田（行）会員のところで作っておられる、夏用
の麻のマスクをお一人２枚ずつ配付させて頂きま
す。一年間ご協力よろしくお願い致します。
◎半田 武会計
〔収入の部〕協力金４２万円（前年対比３５万円増。
入会者増）、年会費１７６４万円（１６５万円増。財団・
米山・周年積立を除く）、１人２８万円（２万２千円減）、
米山奨学９０万円（前年０円）。合計２２５９万５千円。
９０万を引き２１６９万５千円（実質９０万３千円減）。
〔支出の部〕主な分担金・管理費：例会費６５６万８
千円（例会７回分１０６万円減）、諸経費６２万８千円

（５１万８千円増。結婚・夫人誕生祝復活）、合計１２０７万
７７７０円（６４万７千円減）。委員会活動費：クラブ
協議会費３６３万８千円（４万８千円増）、クラブ奉仕
１１２万８千円（２２万８千円増）、出席向上１９万円

（１１万円増）、プログラム２０万円（１５万円減）、情報
１０万円（６万円減）、親睦活動２０２万円（８万円減）、
社会奉仕３３万円（１３万円減）、国際奉仕１５万円（１５
万円減）、青少年奉仕２５万円（１５万円増）、公共イメー
ジ１５５万円（１５万円減）、財団・米山２４３万８９４０円

（９１万円増。奨学生受け入れ）、合計８４７万６９４０円
（６１万８千円増）。９０万を控除し７５７万６９４０円（実
質的に２８万２千円減）。分担管理費と事業費の合計
２０５５万４７１０円（２万９千円減）、９０万円を除き
７５７万６９４０円（２８万２千円減）。合計２２６９万５千
円（３千円減）のところ実質的には１９６５万４７１０円

（９２万９千円減）となります。
◎吉田武明クラブ戦略計画委員長
　大木重雄、中里昌平委員と担当。年度計画書の報
告を読んで頂きたいと思います。本年度一年よろし
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２年８月のプログラム

小谷野君
柏 木 君

［会長・幹事］

［会長・幹事］

神田（敬）君
川 口 君

卓話「グループ方針発表」
会員増強特別グループ飯能ＲＣ

ガバナー補佐訪問

ガバナー公式訪問

【結婚・誕生日祝】【四つのテスト】

【ロータリーの目的】

【雑誌紹介】

加 藤 君
増 島 君

［会員増強］

（ 月間テーマ　会員増強月間 ）

例会取消（１２日・祝日週振替）




