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水 曜 日（12:30～13:30） 当 番 沢辺君、坂本（淳）君

・点 鐘 田辺会長
・ソング 君が代 奉仕の理想 四つのテスト
・ビジター ガバナー補佐 西澤長次様（新狭山ＲＣ）
（新狭山）
会長 伊藤宣明様
小原 茂様 田口勇男様 下田秀夫様
・３分間スピーチ
・卓 話 坂本 厚会員
【会長報告】
西澤補佐様、新狭山ＲＣの皆様、ようこそ。
１１／３地区大会
（ウエスタ川越）本会議に会長幹事、
吉田（武）委員長が出席。記念式典は木川ＰＧ補佐ほか
地区役員５名が出席。参加５００名程でした。
札幌の
病院からリモートで三浦雄一郎氏の記念講演。
本日、第６回理事会で会員候補２名が承認されま
した。
第３回パスト会長会議を例会後に開催します。
「運命を開く」ある大学で学生に話す機会があった。
１００人程入れる教室の前方はほぼ空席。
５０人程が後
方に固まっていた。前方に移るよう言ってもきびき
びと移る学生は居らず迷惑げであった。質問を発し
感想を書いてもらい、拙いなりに関心を引くよう努
めて１時間半の責任を果たした。
帰途、電車内で彼ら
の感想文を読み
「おや」
と思った。
当方の伝えたかった
事をそれぞれが真剣に受け止めていた。教室を覆っ
ていた倦怠感と感想文との落差が意外だった。思う
に彼らも立派な感受性を備えている。
ただ、心のコッ
プがきちんと立っていないのだ。倒れたりひっくり
返ったりしていては水を注いでもこぼれるばかり。
彼らは心のコップが立たないまま二十歳近くまで人
生を歩んでしまったのではないか。焦点の定まらぬ
生き方を心から惜しいと思った。運命とは定まって
いるものではなく自ら運び開いていくものである。
そのためには心のコップを立てなければならない。
それを成すのが教育であり、教育は心のコップを立
てる事から始まる。心のコップを立てる事が運命を
開く第一条件。
第二の条件は決意する事。
小さな事で
良い。
小さな良き事を決意する。
そこから運命の歯車
が回転していく。
そして決意を持続する事。
花は一瞬
にしては咲かず実も結ばぬ。
自明の理である。
次に敬

するものをもつ事。敬するものとは心の中の太陽で
ある。
生命は太陽に向かって成長する。
心もまた敬す
るものをもつ時、そこに向かって成長する。
最後に縁
を大事にする事。縁を疎かにして大成したした人は
一人も居ない。西田文郎氏による不幸の三定義とは
◎決して素直に有難うと言わない◎有難うと言って
も恩返しをしない◎有難うと唱えただけで恩返し出
来たと思う。縁ある人にこの逆の事を心掛けていく
ところに運命を開く道があ
る。心したいものである。
マルチプル・ポールハリス・
フェロー賞を大附富義会員
に贈呈します
（拍手）
。
金婚式を
迎えられた沢辺瀞壱会員に
お祝いを贈呈します
（拍手）
。
◎西澤長次ガバナー補佐ご挨拶
コロナ禍の中、お蔭様で全ＲＣを訪問する事が出
来ました。８名の増強を田辺会長がされ
た素晴らしいクラブの勉強をさせて頂こ
うと５名でお伺いさせて頂きました。ま
た来年２／２０にはＩＭをこちらのホテル
にて開催予定です。その節は多くの皆様
のご参加を賜りたく存じます。よろしく
お願い致します。
◎新狭山ＲＣ 伊藤宣明会長ご挨拶
新狭山は１６名のスタート。飯能ＲＣ様
が活発に活動され増強に取り組んでおられる事を公
式訪問で伺い、ＭＵの機会をつくって欲しいと補佐
に頼みました。
「平均年令を５０代に」
と、
６名の増強を目指しています。
幸い５０代までの会員が２名入会、
２名が加入予定です。新狭山も５０
名超の時がありました。本日この
ように多数の会員による例会を目
の当たりにし、我々も頑張りたい
と思っているところです。今後共
ご指導お願い致します。

【幹事報告】
第６回理事会を開催。２名の入会が全員一致で承
認。
１／６入会式。
１２月のプログラム承認。
「定款細則
変更準備委員会」を会長の長期不在時に備えて設置
承認。姉妹クラブは例会での神田（康）委員長のご説
明通りに承認。１２月ＲＩレート１ドル１０４円。
◎例会変更のお知らせ
◇入間南ＲＣ
（火） 例会取止め（定款８-１-Ｃ）
・１１／２４
（火） クリスマス会に例会変更
・１２／１５
「プリーツ・Ｉ」１８：３０
（火） 例会取止め（定款８-１-Ｃ）
・１２／２２
（火） 例会取止め（定款８-１-Ｃ）
・１２／２９
※コロナ収束まで通常例会場は
「丸広さくら草ホール」
。
◇所沢ＲＣ
（火） 休会（定款による）
・１１／２４
【委員会報告】
（巌）君
◎ロータリー財団委員会
矢島
本日、大﨑光二会員よりポールハリスフェロー、
和泉由起夫会員よりマルチプル・ポールハリスフェ
ローのご寄付を頂きました
（拍手）
。
【出席報告】無届欠席０

鈴木
（勝）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
．０％ ９５６
．５％
６９名 ６名 ６７名 ９７１
【Ｍ
Ｕ】
（武）君、大﨑君
１１／３（地区）田辺君、森君、吉田
藤原君、前島君、和泉君、中里
（忠）君
【結婚・誕生日祝】

大野
（正）親睦活動委員

◇入会記念日おめでとう
山川君、吉島君
◇結婚記念日おめでとう
（景）君、和泉君、島田君
金山君、伊澤君、田辺君、新井
（崇）君、中山君、細田
（吉）君、細田
（伴）君、安藤君
土屋
本橋君、沢辺君
◇会員誕生日おめでとう
（武）君、２１山口君
１４大崎君、１８吉田
◇夫人誕生日おめでとう
（伴）夫人、８内沼夫人、９服部夫人、１１馬場夫人
５細田
（景）夫人、１５平沼夫人、田辺夫人
１４新井
２４大附夫人、２６中山君のお母様

【ロータリーの友】
鈴木
（康）雑誌委員長
１１月号、横組Ｐ１８
「どうなった？例会」コロナ禍で
の各地の例会の紹介。縦組、
俳壇に猪俣、
犬竹会員
（日高）
の句が掲載されています。
【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・ガバナー補佐訪問、公式訪問では大変お世話になり
ました。誠に有難うございました。本日は５名で飯能
ＲＣ様の例会に参りました。
よろしくお願い致します。
第３グループガバナー補佐・西澤長次様
（新狭山）
・本日はお世話になります。来年はこのホテルでＩＭ
を行う予定です。
その節はよろしくお願い致します。
小原 茂様
（新狭山）
・本日はお世話になります。 伊藤宣明様
（新狭山）
・本日はお世話になります。ゴルフ入賞しました。
下田秀夫様
（新狭山）
・新狭山ＲＣの皆様ようこそお越し頂きました。
田辺君、髙橋君、矢島
（高）君、森君、本橋君
細田
（吉）君、半田君、和泉君
・定款細則変更準備委員会の皆様よろしくお願いし
ます。 田辺君、髙橋君、矢島
（高）君、森君、本橋君
・１１／２９金婚式となります。
有難うございます。 沢辺君
・入会記念日お祝い有難うございます。沢辺君、山川君
・先日のＲＣコンペでラッキーにも優勝しました。また
１１／３には飯能市より産業振興の表彰を頂きました。
誕生日お祝い有難うございました。
大﨑君
・結婚記念日お祝い有難うございます。細田
（伴）君、田辺君
伊澤君、本橋君、新井君、島田君、土屋君、中山君
・妻の誕生日お祝い有難うございます。
大附君、内沼君、馬場君、新井君、田辺君

本日計１１５，
０００円、累計額５４７，
０００円。
◎１８日例会当番は鈴木
（康）、都築会員です。
【卓
話】
講師紹介
伊澤プログラム委員長
坂本厚会員は「
（株）メディカルプランニング」代表
取締役で、業種は「医療製造販売」です。

イニシエーション・スピーチ
飯能ＲＣ

坂本 厚 会員

Ｓ５５年、母の実家、岩手県
で生まれ１歳の時から飯能で
育ちました。現在４０歳です。
小３から加治東スポーツ少年
団に入り大好きなサッカーを
する毎日。そのサッカーより
好きだったのが友達と遊ぶ事
でした。夢中になったのは小
５の時に発売されたゲームの
元祖、
任天堂「スーパーファミ
コン」
。
当時持っている仲間は
少なく、自宅に集まってやっ
ていました。
加治中でもサッカー部に入り、小学校時
代とは別人のようにサッカーに打ち込みました。中
１の時、
Ｊリーグが開幕し、
サッカーフィーバーが始ま
ります。練習の甲斐あって２年の夏には県で準優勝。
中学時代の厳しい練習が人生の分岐点だったと思い
ます。
サッカーで狭山ヶ丘高校に進み、県でベスト１６
まで行きました。
指定校推薦で駿河台大学に入学。
経
済を学びましたが、厳しい練習の反動からか、だらだ
らと過ごしバイトに明け暮れる日々。４年間のぬる
ま湯生活で社会人１年目は特に大変でした。居抜き
物件を扱う飲食専門の都内の不動産会社に就職した
のですが、縁あって２年後には妻の父に挨拶する事
になり、現在の会社に入社しました。
義父の会社は栃
木県の那須にある医療機器製造、第二種医療機器製
造販売の会社で、ステンレスの注射針を米国や欧州、
アジア圏に輸出していました。
当時から義父は「将来
の医療はナノテクが進んでいく」と話し、２０年も前
から細い注射針の開発に勤しんでいました。今では
世界で一番細い外径５０・内径２０μの針を開発してい
ます。
１００μの髪の毛の半分の細さのこの針は「網膜
静脈閉塞症」の眼底血管８０μに直接刺し、詰まった血
管に薬を投与して治す事が出来る唯一の医療器具です。
私も横浜市大病院に何度も足を運び手術に立ち会
い、約３年の試行錯誤の末、完成しました。世界中の
この病で苦しむ患者を一人でも多く、先生方と一緒
に減らしていけたらと思っております。
また、２０１６
年、
注射針では初のグッドデザイン賞を受賞した針は
先端が丸く、側面に穴が開いています。
先が丸いため
毛細血管をすり抜ける事が出来、血管を破って腫れ
や内出血を起こす事が少ないのです。これを当社が
国内では一番多く製造販売し、美容外科様、皮膚科様
に使って頂いています。脂肪吸引の際に使用する剥
離子、カニューレも製造販売しています。
入会させて頂いた貴重なご縁を大切にし、ＲＣの
発展に寄与出来るように頑張りたいと思います。

令和２年１２月のプログラム
（月間テーマ
月

日

例会数

家族月間）
当 番

行 事 予 定

［担当委員会］

【四つのテスト】
【結婚・誕生日祝】
【ロータリーの友】 吉田
（健）
君

年

次

総

会

（巌）
君
矢島

［会長・幹事］
【ロータリーの目的の唱和】 吉田
（武）
君

クラブ協議会

山 川 君

［会・幹・職奉］

クリスマス家族会
夜間例会

例会取消（定款による）
例会取消（特例による）

吉 島 君
（行）
君
吉田
［親睦活動］

