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水 曜 日（12:30～13:30） 当 番 本橋君、森田君

・点 鐘 髙橋会長
・ソング 英語版ロータリーソング 四つのテスト
【会長報告】
クラブＨＰに原因不明の故障が生じ、現在抜本的
修復を行っています。しばらくご不便をおかけしま
す事をお詫び申し上げます。
明日、社会福祉協議会へのクラブからの寄付に対
し、飯能市役所で贈呈式。私と幹事、川口委員長で
伺います。２／１０第２回第３グループ会長幹事会。
矢島巌パスト会長が喜寿
を迎えられました。お祝い
の気持ちを贈呈させて頂き
たいと思います
（拍手）
。
【幹事報告】
１１月理事会議事録、
１・２
月プログラム配付。ご承認
頂いた第５９期理事名簿を
ご確認下さい。地区よりフ
ォトコンテストの案内とポスターが届いています。
◎例会変更のお知らせ
◇所沢中央ＲＣ
（月） 振替休会（１２／２５忘年会）
・１２／２０
（土） 移動例会（忘年会）
・１２／２５
（月） 特別休会
・１２／２７
【委員会報告】
◎米山記念奨学委員会
都築君
島田秀和会員より特別寄付３回目を頂きました。
有難うございました
（拍手）
。
【ロータリーの友】
伊澤雑誌委員長
１２月号、横組Ｐ７～特集「疾病予防と治療月間
コロナ禍でも負けない私の！『元気に過ごすコツ』
」
各地のロータリアンのゴルフや趣味について。
Ｐ１７
「ストレスリセット力」。今年は東京オリンピック・

パラリンピックが行われ、普段知る事のなかった障
がい者の方達のスポーツや生活の状況等を知る良い
機会になりました。Ｐ１８、
パラ陸上女子マラソンで
金メダルを取られた道下美里さんのインタビュー。
縦組Ｐ４、寝たきりにならないための
「貯筋」
につい
て。俳壇に犬竹会員
（日高）
の句が掲載されています。
【出席報告】無届欠席０

（武）出席向上委員
吉田
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祝日週の為、
例会取消
修正はありません

【Ｍ
Ｕ】
１２／３（狭山中央）半田君
１２／７（日高）中川君
【結婚・誕生日祝】
坂本
（淳）親睦活動委員
◇喜寿おめでとう 矢島 巌君
◇入会記念日おめでとう
（巌）君、半田君、森君、都築君
矢島
◇結婚記念日おめでとう
（一）君、柏木君、吉島君、中里
（昌）君
木川
（父）、中里
（忠）君
鳥居君
◇会員誕生日おめでとう
（巌）君、金山君、小谷野
（大）君
福島君、矢島
（昌）君、大野
（正）君
中里
◇夫人誕生日おめでとう
（巌）夫人、髙橋夫人
本橋夫人、増島夫人、矢島
加藤夫人、五十嵐夫人
※クラブで会場入口用の検温・消毒器を購入して頂
いた際、
「ハリカ」
島田社長よりアルコール１８ℓをご
寄贈頂きました
（拍手）
。
【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・５日の親睦ゴルフでは大変お世話になりました。

同伴者、天気、参加者の皆様に恵まれ、優勝させ
（高）君
て頂きました。有難うございました。 矢島
・親睦ゴルフコンペにて準優勝しました。天ヶ瀬君
・お蔭様で皆さんにお世話になり７７才まで生かさ
せて頂きました。これからもよろしくお願い致し
（巌）君
ます。
矢島
・誕生日お祝い有難うございます。
（昌）君、大野
（正）君、金山君、小谷野
（大）君
中里
・結婚記念日お祝い有難うございます。
（昌）君、木川
（一）君、吉島君、鳥居君
中里
・入会記念日お祝い有難うございます。森君、
都築君
・妻の誕生日お祝い有難うございます。
（巌）君、髙橋君、本橋君
矢島
・お蔭様で平成元年の入会以来、継続して３２年間
１００％出席を続ける事が出来ました。感謝申し
上げます。
半田君
・大学３年砲丸娘、
ワールドランキング６３位です！
３２位に入るとオリンピックや世界陸上見えてき
（康）君
ます！
大野
本日計６８，
０００円、累計額４４８，
０００円。
（昌）、中里
（忠）会員です。
◎１５日例会当番は中里
・閉会点鐘 髙橋会長

＝第５８期 第２回クラブ協議会＝
司会：髙橋会長
◎髙橋 弘会長
本年度、コロナ禍に始まり３か月近く休会とさせ
て頂きましたが、このような形で再開出来た事は何
よりと思っています。ただし、垂れ幕のように「油断
禁物」
を肝に銘じ、
オンラインと併せたハイブリッド
な開催を工夫しながら計画した例会は取り消す事無
く進めて参りたいと思っております。
◎矢島高明会長エレクト
年次総会で次年度理事役員のご承認を頂き、
幹事、
ＳＡＡと、今日の夜から来年に向け頑張っていきた
いと思っております。まだまだ未熟であり、
先輩諸氏
のご厚情を賜りながら務められるよう頑張ります。
ご指導ご鞭撻よろしくお願いします。
◎大野 康幹事
円滑なＲＣ活動のため日々もがいております。な
るたけ明るい顔になりたいのですが苦しそうな顔を
して歩いていたら是非やさしく微笑みかけて下さい。
あと半年どうぞよろしくお願い致します。
◎市川 昭会計
各委員会共、活発な活動は出来ていないと思いま
す。今後の状況を見ながら予定通りの活動をして頂
き、予算範囲内での執行をお願い出来たらなと思っ
ております。後半もよろしくお願い致します。
◎吉澤文男ＳＡＡ
３か月間の休会。慣れる間もなく半年が過ぎてし
まいました。後半、
楽しい例会運営を心掛けながら飲
食マナーも守りつつ、会長幹事、各委員長とさらに
連携を図りながら務めさせて頂きたいと思います。
◎中里昌平クラブ戦略計画委員長
ＲＩでは
「戦略計画」
について、その
「本質」
を
「地域
の人々の生活を改善したいという情熱を社会に役立
つ活動に注いでいる、献身的な人々の世界的ネット
ワーク」
、その
「使命」
を
「他者に奉仕し、
高潔性を推進
し、事業と専門職および地域社会のリーダーの間の
親睦を通じて世界理解と親善と平和を推進すること」
としています。新会員にも一層ＲＣを理解して頂か
なければなりません。後半、
新しい会員を交えて委員
（吉）
、
木川（一）
、
吉田（健）
、
矢島（巌）委
会を開催したい。細田
員とＲＣきっての有力メンバーで構成されています。
奮ってご参加頂きたいと思います。
◎吉島一良クラブ奉仕委員長
水村ガバナーからは「アフターコロナを見据えて
準備を」と言われております。戦略計画との合同委
員会を早期に開催したいと思っております。

◎大野正幸出席向上委員長
、
森田、
中川委員と担当。
「ＭＵの奨励」
「出
吉田（武）
席率確保の方策検討」は進められず。
プログラム予定
表に当番が載るようになり、分かり易くなったと思
います。コロナの早期収束を願っております。
◎島田秀和ロータリー情報委員長
土屋、
田辺委員と担当。入会３年未満の方が２０名
前後居られるので、ＩＭ後、中里（昌）、吉島委員長と
共同で研修の場を計画します。
◎大野泰規親睦活動委員長
休会明けの急なスタートダッシュ。親睦旅行も準
備だけはしておこうと皆で考えて頂いています。今
後共よろしくお願いします。
◎神田敬文職業奉仕委員長
和泉、
森、
鳥居委員と担当。ロータリアンは職業を
通じ社会に貢献しなければならないとの基本理念は
「四つのテスト」
に表れています。第１例会で唱和、
第２例会で英語版を斉唱して理解促進を図りたい。
◎川口 浩社会奉仕委員長
９月の卓話は中止。地区補助金を受け、
２月
「ＲＣ
カップせせらぎ杯中学生卓球大会」を青少年奉仕委
員会と協力して実施します。市の
「環境学習用品給付
事業」も昨年度同様、実施したいと思っています。
◎鈴木康弘環境保全委員長
山口、
町田委員と担当。
３月の担当卓話の講師選定。
来週
「はんのう市民環境会議」
に参加。給付事業、飯
能新緑ツーデーマーチも実施予定です。
◎前島宏之国際奉仕委員長
「駿河台大学日本語スピーチコンテスト」は本年
度、
交換留学生が居ないため実施せず。駿河台大学の
箱根駅伝出場に対しご寄付の協力をお願いします。
◎大﨑光二青少年奉仕委員長
川口委員長と共同で２月卓球大会、４月少年野球
大会を開催する予定です。
◎五十嵐正則会員増強委員長
アポが取れてもなかなか会う事は少なく、電話や
メール等での活動となりましたが、やはり会わない
と最後の押しが思うように出来ませんでした。後半、
今までの情報を照らし合わせブラッシュアップして
増強に努めたい。
ご紹介もよろしくお願い致します。
◎間邉元幸会員選考委員長
安藤委員と担当。後半、是非皆様のご協力により
新会員が入られるようお願いします。
◎神田康夫職業分類委員長
昔は１業種１名が原則。現在は５名。飯能では
６、７名が同じ分類。要らない委員会になったなと
思うこの頃です。
◎福島 毅会報・広報委員長
、鈴木（勝）委員と担当。ＨＰは未だ手つか
小谷野（正）
ず。
来週、飯能ＲＣのＦＢを立ち上げ、
会報やＨＰで伝
える事の出来ない、
一般の方がＲＣを身近に感じられ
るようなページを作っていきたいと思います。
◎伊澤健司雑誌委員長
柏木、
斗光委員と担当。
『ロータリーの友』１９５３年
１月創刊。横組にはＲＩからの情報や特別月間の特集
等。創刊当時のロータリアンの思いを継承する縦組
は投稿が中心。全国の仲間同士の交流の場となって
います。それぞれタイムリーな情報を紹介していき
たい。地域の１８施設に配布。投稿もお願いします。
◎沢辺瀞壱ロータリー財団委員長
年度当初、木川（一）、土屋パスト会長より特別寄
付を頂きました。１１月
「財団月間」
、細淵様の卓話、
地区セミナーに出席。大勢の方からのご協力をお願
いしたいと思います。
◎都築敏夫米山記念奨学委員長
山川委員と担当。本年度、地区で１８名の奨学生を
受け入れています。奨学事業への理解を深めるため
和光ＲＣが世話クラブとなっているウズベキスタン
からの奨学生の卓話を４月に実施予定。特別寄付を
島田パスト会長、他１名より頂いています。有難う
ございます。ご協力よろしくお願い致します。

