
・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】
　６／６間邉会員（会員選考委員長・パスト会長）が
小脳梗塞で国際医療センターに入院。昨日、事務
所にお見舞いに参りました。ここ２、３日は日に数
回、事務所に電話が掛かって来るようです。お洒
落でユーモア溢れる楽しいお話が一日も早く伺え
る事をお祈りしたいと思います。

【幹事報告】
　６／１３第３グループ（和泉ガバナー補佐）新旧
会長幹事会。次年度は白井Ｇ補佐（日高）をお支え
する形になると思います。６／２４市「環境学習用品
給付」贈呈式。会費納入は年度内にお願いします。
規定審議会報告、スライド資料配付。ＲＩがかなり
変わってきている事を感じて頂きたいです。

【委員会報告】
◎次年度幹事　　　　　　　　　　　　　市川君
　７／６第２回役員理事会、第１回クラブ協議
会。必要な方は日程の変更届をご提出下さい。次
年度計画書のチェックは本日中にお願いします。

【出席報告】無届欠席３・ＭＵなし　大野（正）出席向上委員長

【ロータリーの友】　　　　　　 伊澤雑誌委員長
「６月号」横組Ｐ７、特集「規定審議会から見えてく
るロータリーの方向性」各地区から１名、５２４名の
代表議員。日本からは３４名。８９年、女性会員の承認。
９５年、ＭＵ期間を７日から１４日に。０１年、正会員
と名誉会員、同一職業５名以内の規定を廃し５１名
以上のＲＣは会員数の１０％まで認める。０４年、オン
ラインＭＵ。時代に合った改定を行っています。

横組Ｐ３０「地区大会略報」に水村Ｇ。Ｐ３３「ウクライ
ナ国内のＲＣの支援者達が国中に物資を届けてい
るという現実は超我の奉仕以外の何ものでもあり
ません」。Ｗｅｂ登録で国際大会にご参加下さい。縦
組Ｐ４「科学の目で見た海のプラスチックごみ」マ
イクロプラスチックは海流で世界中に運ばれ、一
番多いのはレジ袋（１４％）だそうです。Ｐ１４俳壇に
犬竹、長澤、猪俣会員（日高）の俳句が掲載。

【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・６月３日、初孫が生まれました。　 吉田（行）君
・中里忠夫さん、観光協会会長、ご苦労様です。
　地域の観光発展のため頑張って下さい。
　　　　　　　　　　　　　 矢島（巌）君、髙橋君
・６月１日の研修、多数のご参加有難うございま
　した。　　　　　　クラブ奉仕委員長　吉島君
・母の誕生日祝い有難うございます。　大野（正）君
本日計９，０００円、累計額８７２，０００円。
◎２２日例会当番は斗光、内沼会員です。

・閉会点鐘　髙橋会長

＝第５８期　クラブ協議会（１日目）＝
司会：髙橋会長

◎髙橋 弘会長
　安全第一を主眼に例会数を抑制し
た年度計画には賛否両論がありまし
た。しかしコロナ禍の中、トラブル
も無く、会員数を維持したまま、ほぼ
計画通りに終了出来る事は、従来に
も増して心を通わせ、相互に健康と

生活を守るための工夫に注力する事とした最重要
方針に対する、会員各位の心温まるご協力ご支援
の賜物にほかならず、心から感謝申し上げます。
　主な活動として、行政センター１３か所に検温
消毒機器の寄贈、公式ＨＰ新規立ち上げ、会報・周
年記念誌の電子情報化、ＦＢ開設、ＩＭYouTube配信

（全員登録）、Zoom例会、「四つのテスト」等の英語動
画、駿河台大学駅伝部への支援、ゆるキャラ制作、
特別寄付５件、ＲＣ杯少年野球大会、日高と共同で
飯能新緑ツーデーマーチ参加と飲料水寄贈・受付
協力、入間ＲＣ他と共同で乳がん検診車寄贈を実施。
過日は入会３年未満の会員研修。来週は市の環境
学習用品給付事業への寄贈を予定。一方で、ＭＵ機
会の減少、親睦旅行の中止は心残りです。
　他社製の中古の新性能車両の購入を決めた西武
鉄道。その発想転換はＳＤＧｓにも適合的、ＥＳＧ投資
等の原動力ともなる可能性を感じさせるものです。
かつて４ドア車両導入の際、「電車は３ドアまで」
との伝統的な考え方に阻まれた経験を有している
ようです。世界は今、限られた価値観に基づいて競
い合うのではなく、多様な価値観を認め共に暮ら
し共に生きる共生社会の実現へと大きく舵を切ろ
うとしています。身近な西武鉄道の発想転換はＲＣ
の今後にとっても学ぶべきヒントが隠されている
ように思います。困難を乗り越えるために力を合
わせて頂いた全ての皆様に感謝申し上げます。

◎馬場正春副会長
　ここ２年間は徹底したコロナ対策
の下、ハイブリッド方式のＩＭ等、
さまざまな試みが行われましたが、
中止となった行事や旅行もあり、特
に新入会員の方には親睦がなかなか
行き届きませんでした。来年、再来年

とコロナが落ち着いてくれれば良いかなと思って
います。髙橋会長をバックアップしながら頑張っ
て参りました。１年間有難うございました。

◎大野 康幹事
　髙橋会長を支える立場と、和泉ガ
バナー補佐を擁するクラブの幹事、
という重荷があったのですが、逆に
お荷物になってしまった部分には反
省があります。「全ての方々が幸せ
になる道というのは必ずある」と信

じています。“例年通り”が一切通用しない年、い
ろんなお考えの方がいらっしゃる中、安心安全に
活動を続けるにはどうしたら良いかを最優先に判
断しました。ＲＣとしてコロナ禍以前から抱えて
いた課題に直面せざるを得なくなり、それらに対
して少しでも道筋を付けられたのではないか、と
の自負はあります。１年間ご支援ご協力を頂き有
難うございました。

◎吉澤文男ＳＡＡ
　大﨑光二副ＳＡＡと担当。会長幹
事、委員長と連携を図りながら円滑
な運営を心掛けました。前半３か月
は休会と、例会数が限られる中、報告
が集中して時間配分が乱れ、ご迷惑
をお掛けしました。初めてのＷｅｂ

例会、Zoomでのイニシエーション・スピーチを実
施しました。１年間有難うございました。

◎矢島高明会長エレクト
　楽しみにしていた事業が出来ず残
念でしたが、その中で違った意味で
の経験をさせて頂きました。１年間
培った力を発揮出来るよう頑張って
いきたいと思います。
◎中里昌平クラブ戦略計画委員長
　他クラブがメンバーの減少を余儀
なくされる中、私達のクラブは急激
に会員数が増加して参りました。新
入会の方々をはじめ会員皆様にはと
もかくＲＣを楽しんで頂きたいと、
事あるごとにお話して参ったつもり
ですが、そのためにはＲＣを正しく

理解して頂かなければなりません。新しい方々を
交えて炉辺会談を出来る限り多く開きたいと、木

川一男、細田吉春、吉田健、矢島巌委員と考えて
いたのですが、残念ながら叶いませんでした。幸
い６月、島田ロータリー情報委員長の下で炉辺会
談が開かれ、大勢に参加を頂き本当に良かったな
と思っております。次年度も継続していきたい。
その際は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
　話し合いの場をなるべく多く持ち
たいと考えて計画していましたが、
２度流れました。幸い、島田委員長
の強い思いがあって６月、炉辺会談
が実現出来ました。ただ、パスト会
長の大木重雄、細田伴次郎、大附富

義、新井景三委員には人数の関係で出席して頂く
事が出来ず申し訳ありませんでした。研修後には
懇親会ならではの貴重なお話を新入会員の方々か
ら伺う事が出来ました。有難うございました。

◎五十嵐正則会員増強委員長
　当初は非常にやる気がありました
が、コロナ禍、アポを取って訪問す
ると「今はちょっと」、そして「電
話でもいいか」となり、次第に増強
が難しい状況になってしまいまし
た。杉田一昭、大津力委員と担当。

秦会員１名にご入会頂いた事、感謝致します。ま
た、永安寺、原島会員には銀行関係で入会して頂
き有難うございました。思うように活動出来ませ
んでしたが来年度も頑張りますのでよろしくお願
い致します。
◎間邉元幸会員選考委員長　　代理：大野（康）幹事
　安藤泰雄委員と担当。本年度は３名の選考をさ
せて頂きました。有難うございました。
◎職業分類委員長　　　　　　代理：大野（康）幹事
　神田康夫委員長、増島宏徳委員が担当。本年度は
３名の分類を行いました。有難うございました。

◎加藤義明プログラム委員長
　吉田行男、本間由也委員と担当。
委員長はじめ委員の皆様に段取りを
して頂いたのですが、数々の例会が
取消、変更となり、お詫び申し上げま
す。また、ガバナー補佐が当クラブの
和泉さんでしたので多少の甘えもあ

り、補佐訪問と公式訪問とを１日の中で、しかも
１１月の開催という、異例の公式訪問例会を行わせ
て頂きました。皆様のご協力で何とか年度を終え
る事が出来ました事、御礼申し上げます。

◎市川 昭会計
　２年程、各委員会の事業がなかな
か実行出来なかったため、当初予算
よりも多い繰越金で年度スタート。
今年度も同様で、来期への繰越金が
かなり多くなりそうです。検温消毒
機器や飲料水の寄贈等、予備費は逆

に多く使いました。次年度は活発な委員会活動
等、お願いしたいと思います。

◎大野泰規親睦活動委員長
　島田秀和、本橋勝、中山久喜、坂本
淳二、天ヶ瀬和弘、塩川恭浩、坂本厚、
小谷野大典委員と担当。魅力ある組
織には魅力ある仲間の深い友情があ
る、と考えて毎月の委員会を開催し、
多くの企画をして参りましたが、委

員会も途中で実施出来なくなり、夜間例会も開催
出来ませんでした。しかし、親睦ゴルフは飯能、日
高合同と、それぞれ実施。またＸマス会が行えた事
は本当に嬉しく思っております。結婚・誕生祝い記
念品のお渡しも何とか出来ました。ぎりぎりまで
判断を待って頂いた親睦旅行は残念ながら実施出
来ず心残りでしたが、一年間無事に過ごせた事、本
当に嬉しく思っております。有難うございました。
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　楽しみにしていた事業が出来ず残
念でしたが、その中で違った意味で
の経験をさせて頂きました。１年間
培った力を発揮出来るよう頑張って
いきたいと思います。
◎中里昌平クラブ戦略計画委員長
　他クラブがメンバーの減少を余儀
なくされる中、私達のクラブは急激
に会員数が増加して参りました。新
入会の方々をはじめ会員皆様にはと
もかくＲＣを楽しんで頂きたいと、
事あるごとにお話して参ったつもり
ですが、そのためにはＲＣを正しく

理解して頂かなければなりません。新しい方々を
交えて炉辺会談を出来る限り多く開きたいと、木

川一男、細田吉春、吉田健、矢島巌委員と考えて
いたのですが、残念ながら叶いませんでした。幸
い６月、島田ロータリー情報委員長の下で炉辺会
談が開かれ、大勢に参加を頂き本当に良かったな
と思っております。次年度も継続していきたい。
その際は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
　話し合いの場をなるべく多く持ち
たいと考えて計画していましたが、
２度流れました。幸い、島田委員長
の強い思いがあって６月、炉辺会談
が実現出来ました。ただ、パスト会
長の大木重雄、細田伴次郎、大附富

義、新井景三委員には人数の関係で出席して頂く
事が出来ず申し訳ありませんでした。研修後には
懇親会ならではの貴重なお話を新入会員の方々か
ら伺う事が出来ました。有難うございました。

◎五十嵐正則会員増強委員長
　当初は非常にやる気がありました
が、コロナ禍、アポを取って訪問す
ると「今はちょっと」、そして「電
話でもいいか」となり、次第に増強
が難しい状況になってしまいまし
た。杉田一昭、大津力委員と担当。

秦会員１名にご入会頂いた事、感謝致します。ま
た、永安寺、原島会員には銀行関係で入会して頂
き有難うございました。思うように活動出来ませ
んでしたが来年度も頑張りますのでよろしくお願
い致します。
◎間邉元幸会員選考委員長　　代理：大野（康）幹事
　安藤泰雄委員と担当。本年度は３名の選考をさ
せて頂きました。有難うございました。
◎職業分類委員長　　　　　　代理：大野（康）幹事
　神田康夫委員長、増島宏徳委員が担当。本年度は
３名の分類を行いました。有難うございました。

◎加藤義明プログラム委員長
　吉田行男、本間由也委員と担当。
委員長はじめ委員の皆様に段取りを
して頂いたのですが、数々の例会が
取消、変更となり、お詫び申し上げま
す。また、ガバナー補佐が当クラブの
和泉さんでしたので多少の甘えもあ

り、補佐訪問と公式訪問とを１日の中で、しかも
１１月の開催という、異例の公式訪問例会を行わせ
て頂きました。皆様のご協力で何とか年度を終え
る事が出来ました事、御礼申し上げます。

◎市川 昭会計
　２年程、各委員会の事業がなかな
か実行出来なかったため、当初予算
よりも多い繰越金で年度スタート。
今年度も同様で、来期への繰越金が
かなり多くなりそうです。検温消毒
機器や飲料水の寄贈等、予備費は逆

に多く使いました。次年度は活発な委員会活動
等、お願いしたいと思います。

◎大野泰規親睦活動委員長
　島田秀和、本橋勝、中山久喜、坂本
淳二、天ヶ瀬和弘、塩川恭浩、坂本厚、
小谷野大典委員と担当。魅力ある組
織には魅力ある仲間の深い友情があ
る、と考えて毎月の委員会を開催し、
多くの企画をして参りましたが、委

員会も途中で実施出来なくなり、夜間例会も開催
出来ませんでした。しかし、親睦ゴルフは飯能、日
高合同と、それぞれ実施。またＸマス会が行えた事
は本当に嬉しく思っております。結婚・誕生祝い記
念品のお渡しも何とか出来ました。ぎりぎりまで
判断を待って頂いた親睦旅行は残念ながら実施出
来ず心残りでしたが、一年間無事に過ごせた事、本
当に嬉しく思っております。有難うございました。


