奉仕しよう みんなの人生を
豊かにするために
もっと夢を もっと奉仕を
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◎
（日高）
町田秀雄会長ご挨拶
公式訪問では和泉補佐様、
会長幹事様よろしくお願い
致します。若輩者の会長年度、
至らぬ面が多々あると思い
ますがご指導ご鞭撻よろしくお願い申し上げます。
【幹事報告】
「出席」
は名札を取って箱に入れて下さい。
「席次」
７・８月は委員会、
９月以降に変更します。氏名に
ふりがなを付けました。知り合いになって頂きた
いと思います。第２回理事会：第１回議事録確認。
「年度計画書」配付。
クラブ協議会。
８／４補佐訪問。
９月プログラム承認。
ほぼ月
８／１８合同公式訪問。
２回に例会数が減るため各委員長に協力を依頼。
補助金申請団体に決算書を求める件、
承認。
平沼雅
義会員６月末退会。７月ＲＩレート１＄＝１１１円。
（９９歳）
ご逝去。
７／２田中一郎パストガバナー
◎例会変更のお知らせ
◇入間ＲＣ
・７／１５（木） 点鐘・会場変更 西山荘１８時

2570地区ガバナー
第３グループ
ガバナー補佐

水 村 雅 啓
和泉 由起夫

Ｍｏｒｅ ｄｒｅａｍｓ Ｍｏｒｅ ｓｅｒｖ
ｉ
ｃｅ
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

弘
康
幹 事 大 野
水 曜 日（12:30～13:30） 当 番 小谷野（正）君、柏木君

・点 鐘 髙橋会長
・ソング 君が代 奉仕の理想
・四つのテスト斉唱 神田（敬）職業奉仕委員長
・ビジター
（日高）長谷川悟様：前年度会長
小坂雅彦様：前年度幹事
町田秀雄様：新年度会長
白井 威様：新年度幹事
【会長報告】
（狭山）
、会長幹事会に幹事
６／１８ニックス
と出席しました。
日高の皆様ようこそ。
有難
うございます。本日第２回理事会が無事終
了しました。
「年度計画書」表紙には明る
く照り輝く夏の太陽と、寒い冬には暖炉の
ような暖かいともし火をイメージした黄色、
そして心は白く、との思いが
こもっております。Ｐ２３に
歴代分区代理、
ガバナー補佐
の一覧表を掲載しました。

ＲＩ会長 シェカール・メータ

今年度 会報・広報担当：

福島

毅

小谷野正弘

鈴木勝彦

・７／２２・２９（木） 例会取止め
・８月 例会取止め
（定款８-１-Ｃ）
・９／２（木） 西山荘１８時
・９／９（木） 例会取止め
（定款８-１-Ｃ）
・９／１６（木） 西山荘１８時
・９／２３・３０（木） 例会取止め
（定款８-１-Ｃ）
◇入間南ＲＣ
・７／２０（火） 例会取止め
（定款８-１-Ｃ）
・７／２７（火） オンライン納涼会
１８：３０
・８／１７（火） 例会取止め（定款８-１-Ｃ）
・８／２４（火） ガバナー補佐訪問 プリーツ・Ｉ
・８／３１（火） ガバナー公式訪問 プリーツ・Ｉ
◇所沢ＲＣ
・７／２０（火） 例会取止め
・８／３（火） 夜間例会
・８／１０（火） 例会取止め
・８／２４（火） 移動例会
・８／３１（火） 例会取止め
◇新所沢ＲＣ
・７／２０（火） 例会取消（定款１-ｄ-１）
・７／２７（火） 移動例会：スターティング例会 会場未定
・８／１０（火） 例会取消（定款１-ｄ-１）
・８／１７（火） 例会取消（定款１-ｄ-５）
・８／３１（火） 移動例会 会場未定
・９／２１（火） 例会取消（定款１-ｄ-１）
・９／２８（火） 移動例会 会場未定
◇所沢中央ＲＣ
・７／１９（月） 休会（定款７条）
・７／２６（月） 通常例会
◇新狭山ＲＣ
・７／１９（月） 例会取止め
・７／２６（月） Ｚｏｏｍ例会
・８／９・１６（月） 例会取止め
・８／２３（月） Ｚｏｏｍ例会
・８／３０（月） ８／２８（土）納涼例会に変更

・ ９／２０（月） 例会取止め
・ ９／２７（月） ガバナー補佐訪問
・１０／１１（月） ガバナー公式訪問
・１０／２５（月）Ｚｏｏｍ例会
・１１／１（月） １１／３ 日帰り親睦旅行に変更
・１１／８（月） １１／６ 線路沿い花植えに変更
・１１／１５（月）例会取止め
・１１／２２、１２／１３（月）Ｚｏｏｍ例会
・１２／２０（月）年末親睦例会
・１２／２７（月）例会取止め
◎講演会について
加藤君（会議所副会頭）
７／１５飯能ＪＣ主催「地域につながる 事業価値
の組み立て方」
１９時～市民会館
（２００名限定）
です。
【出席報告】ＭＵ・無届欠席０ 大野（正）出席向上委員長

会 員 数
当
日
前々回修正
全 数 対 象 出席数 出席率 出 席 率
【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・昨年度は大変お世話になりました。今年度一年
も引き続きよろしくお願い致します。（日高）
町田会長、白井幹事、長谷川前会長、小坂前幹事
・髙橋会長他役員の方、よろしくお願いします。
田辺前会長他役員の方、
ご苦労様でした。
安藤君
・日高ＲＣの皆様ようこそ。
本年度もよろしくお願
い致します。 髙橋会長、矢島（高）会長エレクト
馬場副会長、大野（康）幹事、吉澤ＳＡＡ
中里（忠）君、和泉君
・体調をこわしてしまい６月は休会しました。ク
ラブからのお見舞い有難うございました。７月
からリセットした気持ちで頑張ります！馬場君
・昨日はＲＣの有志のコンペで、信じられない事
に優勝させて頂きました。田辺会長一年間有難
うございました。
中川君
・大学３年砲丸娘、日本選手権２位！ 一度はトッ
プに立ちましたが最後逆転されました。また頑
張ります！
大野（康）君
・初回例会、本年度よろしくお願いします。
髙橋会長、矢島（高）会長エレクト
馬場副会長、大野（康）幹事、吉澤ＳＡＡ
本日計２６，
０００円、累計額２６，
０００円。
◎１４日例会当番は神田（敬）、川口会員です。
・閉会点鐘 髙橋会長
＝第５８期 第１回 クラブ協議会（１日目）
＝
司会：髙橋会長
◎髙橋 弘会長
ＲＩ会長のメータ氏は、人のために生き、人の世
話をし、
人に奉仕することは、
自らの人生における
最善の途
（みち）
で、もっと行動し成長しなければ
ならないと仰っています。奉仕活動では多様性を
尊重する観点が最重要。若い世代の増強が重要で
あり、各自が１人の新会員を連れてくることを提
唱されています。水村ガバナーの方針を考慮し、
本年度飯能ＲＣは「自立と尊重」をテーマに、自ら
が自立し、尊厳ある個人として会員が相互に尊重
し合う環境づくりをして参りたい。しかしながら
コロナ禍にも配慮し、月３回のうち１回の例会
（全体会）を取り消し、委員会（分科会）活動の活発
化を提案、
それにより奉仕活動の持続化、
会員相互
の心のかよい合いが増幅されるものと考えます。
その上で“Each One, Bring One”に皆で力を合
わせたい。田辺年度の、工夫や努力を惜しまない
姿勢を継承し、誰もがロータリアンであることに
喜びを感じることが出来、寛ぎのひと時を共有出
来るような例会運営に力を注ぐ所存です。一年間
どうぞよろしくお願い致します。
◎馬場正春副会長
髙橋会長はレベルの高いビジョンをお持ちで、
それに沿って会長を助けるよう頑張っていきたい。
入会１７年。からだを壊し、
ここでリセット。心を
改めて一からやり直します。今までの私の事は忘

れて頂き、新しい私で生きてい
こうかなと思っております。
◎大野 康幹事
「自立と尊重」は重いテーマ。
コロナの時代、全ての方々が幸
せになるにはどうしたら良いか
を一年間考え、実践したい。
「こ
の方はこの方と出会うと良いの
では」等と思いながら席次表を
作っておりました。メラメラと
燃えている髙橋会長を支えなが
ら、時に抑えながら、砲丸娘の
追っかけと同様に頑張ります。
◎市川 昭会計
「年度計画書」
予算書より
「収入」
年会費２８万円×７０名。繰越金
２４０万円超と余裕があります。
メラメラと燃えている会長の思
いの詰まった「支出」例会費：食
事費２，
７５０円×人数×２６回。
会場費１，
０００円×７０名×２６回
を計上。委員会予算は委員長の
ご意向に沿う形で作成。コロナ
禍で親睦旅行等、不確定要素も
ありますが、なるべく予算内で
お願い出来ればと思います。
◎吉澤文男ＳＡＡ
大﨑光二副ＳＡＡ、会長幹事、
各委員会の皆様と連携を図りな
がら、明るく楽しい雰囲気の中
にも秩序正しい例会が運営され
るよう努めます。
「ニコニコＢＯ
Ｘ」へのご協力もよろしくお願
い致します。
◎中里昌平クラブ戦略計画委員長
吉田健、
矢島巌、
木川一男、
細田
吉春委員と担当。クラブ活性化
は簡単ではありません。まして
コロナ禍。幸い昨年度多くの会
員を迎える事が出来ました。
６月、
ＭＵの話をさせて頂きましたが
このバッジの重さを感じて下さ
い。私は「楽しむ」という事を念
頭にＲＣを体験してきました。
どうか積極的に諸行事に参加し
てロータリーライフを楽しんで
頂きたい。コロナは必ず収束し
ます。皆で楽しんだ結果が活性
化に繋がるという事だと思いま
す。よろしくお願いします。
◎吉島一良クラブ奉仕委員長
吉田（武）前委員長には到底及び
ませんが自分なりに頑張ってい
きたい。大木重雄、細田伴次郎、
大附富義、新井景三委員は全て
パスト会長、御目付役です。一
緒に仕事をしている会計士が昨
年、
ＰＣで例会に参加していまし
た。また、
今年お会いした関西の
会社の社長は約２５０名のＲＣの
会員なのですが、昨年は３月から７月まで例会が
ずっと休会。
９万円程会費が戻ったそうです。
この
ような状況の中で
「例会」
「奉仕活動」
のあり方が問
われています。水村ガバナーはアフターコロナを
見据えて、今年はその準備を、と言われていま
す。クラブ奉仕の今後のあり方、例会のあり方に
ついて模索していきたい。関連委員会と歩調を合
わせて頑張りますのでよろしく
お願い致します。
◎矢島高明会長エレクト
例会、理事会はもちろん、各
種事業に出席し、楽しく有意義
な一年にしたい。来年に向けて
大切な時間を過ごしていきたい
と思います。皆様方のご指導ご
鞭撻をよろしくお願い申し上げ
ます。

