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水 曜 日（12:30～13:30） 当 番 増島君、間邉君

・点 鐘 髙橋会長
・ソング 君が代 奉仕の理想
・四つのテスト唱和 鳥居職業奉仕委員
【会長報告】
ご存じの通りオミクロン株が我が国で
も確認されました。今後も油断は禁物と
いう事を肝に銘じて例会運営に努めたい
と思います。田辺直前会長のご尽力によ
りさまざまな感染防止策が講じられ、ま
た若い方も多く入会され、老いも若きも
共に楽しむという環境が整いつつあります。
さらにオンライン環境等も付加して、今年度
予定した例会は一度も取り消す事なく常に皆
で繋がっていられるようにしたいと思います
のでどうぞ引き続きよろしくお願い致します。
◎ロータリー財団寄付者への
バッジ贈呈
木川一男パスト会長
土屋 崇パスト会長
（日）川越プリンスホテル
１１／２１
にて川越ＲＣ創立７０周年記念式典が盛大に
開催。参加された２３０名程の中にはＲＩ関係
者、川越ＲＣのスポンサークラブである東京
ＲＣの会長等も居られました。コロナ禍の狭
間で非常にラッキーな時に出来た事を喜びた

いとのお話もありま
した。研修も行われ
たのですが、今後の
ＲＣ運営にとって大
きな変更点が２つあ
りました。
１つは２０３０年を
もってガバナー制度
を廃止するという事。
もう１つは「出席重
視」から「参加重視」
へという事です。ＲＩとしては新しい時代の
流れに乗っていかなければいけないという発
想から計画が進んでいるようです。「９年後」
飯能ＲＣとしても新たな流れに向けて調和の
とれた活動方針を少しずつ加えていく必要が
あるのではないかと思っている次第です。
【幹事報告】
本日理事会が開催され
ました。前回議事録の確
認。１・２月のプログラム
承認。入会希望者１名の
承認をお願いします。青
少年奉仕委員会「卓球大
会」
への補助、承認。田辺
指名委員長より次年度新

役員の発表。恒例の市・歳末たすけあい募金
１０万円、承認。福島会報・広報委員長「フェイ
スブックを使った広報」承認。市長より地区
行政センター１３か所への
「検温・消毒器」
贈呈
に対するお礼状が届いています。
◎例会変更のお知らせ
◇新所沢ＲＣ
・１２／１４（火）親睦行事「忘年会」
・１２／２１（火）振替休会（忘年会開催により）
・１２／２８（火）例会取消（定款１－ｄ－５）
・１／１１（火）例会取消（１０日祝日）
・１／２５（火）移動例会予定（新年会）
・２／６（日） ５０周年記念式典 ベルヴィ ザ・グラン
・２／８（火） 例会取消（１１日祝日）
・２／１５（火）移動例会予定
・２／２２（火）例会取消（２３日祝日）
【委員会報告】
◎国際奉仕委員会
前島君
地区で「ヒューストン国際大会２０２２」
（６／５～４日間）への参加者を募集中。最低
人数１０名。コロナ禍の現状、２０日程の余
裕が必要で、費用はエコノミークラス利用で
５０万円だそうです。
◎親睦活動委員会
中山君
（飯能グリーン
１２／５（日）親睦ゴルフコンペ
ＣＣ）８時半までにご来場お願い致します。
【出席報告】無届欠席０

森田出席向上委員
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前々回修正
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【Ｍ
Ｕ】
１１／２１（川越）髙橋君
１１／２８（地区）沢辺君
【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・半年が過ぎました。後期もよろしくお願い
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
・例会休会期間中、入院していました。お見
舞いを頂き有難うございました。 中山君
・本日１２月１日リアル誕生日です。 福島君
・お誕生日お祝い有難うございます。
中山君、森田君
本日計２１，
０００円、３８０，
０００円。
◎８日例会当番は本橋、森田会員です。
・閉会点鐘

髙橋会長

《年次総会》
◎髙橋会長：飯能ＲＣ定款第７条第２節によ
り「年次総会」を開会します。同細則第３条
第２節により田辺指名委員長より選考結果の
発表をお願い致します。
◎田辺指名委員長：本年
度指名委員会は、直近の
会長経験者・和泉由起夫、
島田秀和、土屋崇パスト
会長、田辺實直前会長の
４名、クラブ戦略計画委
員の会長経験者・中里昌平、
細田吉春パスト会長の２
名、および、同席者・髙橋弘会長、矢島高明会長
エレクト、馬場正春副会長の３名の計９名で
行いました。８月より委員会の開催を準備す
るも１０月末日まで例会休会、
対面会議自粛の
ため、個別対応となりました。
副会長については１５名の会員候補者につ
いて作成した選考基礎資料〔①入会②年令③
出席（９０％以上）④役職経験（幹事・ＳＡＡ）
⑤特別寄付実績（財団・米山）⑥クラブ貢献
（地区役員・クラブ行事）⑦人望⑧創立６０周
年担当会長⑨補足（将来のガバナー候補の可
能性）
〕
から各基準を総合した上位５名より、
指名委員会で検討して最終有力候補３名に打
診したところ１名が辞退。その結果、森健二
会員を最有力候補と考え、書面による採決の
結果、指名委員６名、同席者３名の全員賛成
により森会員を指名する事に決定しました。
１１／２４書面によるパスト会長会議で意見・
質問等伺いましたが意義ございませんでした
のでご賛成と判断致しました。
先程理事会において次年度役員の承認を頂
きましたのでご報告申し上げます。
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◎髙橋会長：ご意見ご質問等はございません
でしょうか。ご承認頂ける皆様は拍手をお願
い致します（拍手）。有難うございました。
続いて矢島（高）会長エレクトより発表をお願
いします。

◎矢島（高）会長エレクト：
飯能ＲＣ細則第３条第
２節の規定に基づき、会
長のご承認を頂きました
矢島高明でございます。
私はＨ１６年２月に入会
し、今までに多くの委員
会に所属し、例会や事業
を行って参りました。雑誌委員長、新世代委
員長、会員増強委員長、国際奉仕委員長をは
じめ副ＳＡＡ、ＳＡＡ、副幹事、幹事、副会
長を務め、現在、会長エレクトをさせて頂い
ております。私自身、来年で１９年目の年に
飯能ＲＣ第５９代会長を務めさせて頂きます。
まだまだ至らないところがあり、力不足では
ありますが尽力して参る所存でございます。
皆様のご指導をよろしくお願い致します。
さて、次年度役員の皆さんですが、幹事、
ＳＡＡ、理事の皆様は、私に足りないものを
たくさんお持ちの方をご指名させて頂きまし
た。パスト会長はじめ会員皆様のご協力を頂
きまして、ＲＣへの情熱や思いが伝わる事業
や例会を行いたいと考えております。一年間
ご指導ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い
申し上げ、ご挨拶に代えさせて頂きます。
引き続き、理事・役員の皆様をご紹介させ
て頂きます。
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以上のメンバーでございます。ご異議の無
いようでしたら拍手をもってご承認お願い致
します
（拍手）
。有難うございました。それで
は一言ずつご挨拶を頂きたいと思います。
◎森次年度副会長
副会長を仰せつかりました森と申します。
よろしくお願い致します。私が幹事の時には
矢島（高）さんが副会長という事で、本当に適

切なアドバイスを多々頂
きました。ちょっと気が
付かない事をいろいろと
アドバイス頂きました。
矢島さんが会長の時には
少しでもその恩を返せる
ように頑張りたいと思い
ます。よろしくお願い致
します。
◎市川次年度幹事
「幹事って何をするんだ
ろう？」と昨日いろいろ
と考えてみたのですが、
矢島（高）会長の方針の下、
精一杯一緒に協力しなが
らサポートしていくのが
私の役目なのかなと今、
感じております。情熱的で、どこ飛んで行っ
ちゃうか分からないような会長なのですけれ
ども、私は手綱を左手で持ちながら、片や、
会長の背中を押しながら、そんな感じのバラ
ンスをもって一年間やっていけたらなと思い
ます。また、ここにいらっしゃる皆様のご協
力が無ければ一日たりともやっていけないと
思いますので、是非とも来年度よろしくお願
い致します。
◎吉島次年度会計
久しぶりの会計ですけ
れども、現会計の市川会
員は、また新年度の幹事
にもなられますから、ご
指導賜りながら新年度頑
張っていきたいと思います。
また今日、矢島（高）新会長
は大変緊張をもって挨拶
されたので、その気持ち
も大事にしていきたいと
思います。よろしくお願
い致します。
◎大﨑次年度ＳＡＡ
来年、吉澤さんのよう
に上手くやれるかどうか
大変不安で一杯なのです
けれども、まだしばらく
時間がございますので一
生懸命勉強して一年間無
事務まるよう頑張りたい
と思います。どうぞよろ
しくお願い致します。
◎神田（康）次年度クラブ
戦略計画委員長
何か難しい委員会を仰

せつかりました。これか
ら一生懸命勉強したいと
思っております。よろし
くお願い致します。
◎新井次年度クラブ奉仕
委員長
クラブ奉仕という事で
すが、皆さんの協力を得
て楽しいクラブになりま
すよう、是非皆さんと共
に歩んでいきたいと思い
ますのでよろしくお願い
致します。
◎加藤次年度職業奉仕
委員長
皆様のお力を頂きなが
ら精一杯頑張って参りま
すのでよろしくお願い致
します。
◎福島次年度社会奉仕
委員長
よろしくお願い致しま
す。
◎伊澤次年度国際奉仕
委員長
まだ分からない事ばか
りですので、またこれか
ら教えて頂きながら私自
身も勉強して少しでもお
役に立ちたいと思いま
す。よろしくお願い致し
ます。
◎本橋次年度青少年奉仕
委員長
こんにちは。どうぞよ
ろしくお願い致します。
◎五十嵐次年度親睦活動
委員長
会員同士の親睦を図れ
るように頑張りますので
よろしくお願いします。
◎大野（泰）次年度
プログラム委員長
よろしくお願い致しま
す。有難うございます。
◎前島次年度会員増強
委員長
矢島（高）会長の下、一
生懸命頑張ります。よろ
しくお願い致します。

◎都築次年度会報・広報
委員長
よろしくお願い致しま
す。

◎島田次年度ロータリー
財団委員長
皆さんにお願いする委
員会でございますので、
ひとつよろしくお願いし
ます。会長方針の下、一
生懸命やらせて頂きたい
と思います。よろしくお
願いします。
◎神田次年度（敬）副幹事
幹事の市川昭さんをサ
ポートし、その次の年度
に繋げられますよう日々
勉強したいと思います。
一年間よろしくお願い致
します。
◎川口次年度副ＳＡＡ
私が務める頃には例会
ももっと頻繁に行われる
ようになっていると思い
ます。
大﨑ＳＡＡを見習っ
てスムーズな例会になる
よう努力致します。よろ
しくお願い致します。
◎矢島（高）会長エレクト：以上の皆さんの協
力を得ながら、来年度一年間、務めさせて頂
きます。どうぞ会員皆様方のご協力を賜りま
すようよろしくお願い申し上げます。有難う
ございました。
◎髙橋会長：どうぞ皆さん、矢島（高）年度に
おきましても、今年度私達に与えて下さいま
したご厚情ご支援のお気持ちを変わらず頂け
ます事を切にお祈り申し上げ、また、
お願い申
し上げまして、矢島年度のますますのご繁栄
を祈念致しまして本日の年次総会を終了とさ
せて頂きます。ご協力有難うございました。
２０２２年１月のプログラム
（ 月間テーマ
月

日
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職業奉仕月間 ）

行 事 予 定

当 番

［担当委員会］

例会取消（祝日週）
【四つのテスト】 中 山 君
新年例会・卓話
中 川 君
飯 能 市 長 新 井 重 治 様 ［プログラム］
【結婚・誕生日祝】
【雑誌紹介】 大 附 君
新年例会・卓話
小 川 君
埼玉県議会議員 内 沼 博 史 会員 ［プログラム］

例会取消（コロナ感染防止対策）

