
・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
・ビジター（日高）会長：町田秀雄様
　　　　　　　　　幹事：白井　威様

【会長報告】
　昨日、日高ＲＣ町田年度の最終例会に出席。町田
会長は、社会の中で弱い立場に置かれがちな方々
に対する思いやりと温もりに溢れた格調高いお話
をされ、ロータリアンとしての原点をいま一度思
い出させて頂いたように感じました。白井幹事は
来年度、ガバナー補佐としてご活躍されます。よろ
しくお願い致します。
　間邉会員のご様子をご子息に確認したところ、
もうしばらく静養が必要とのお話でした。一日も
早く回復されるようお祈りしたいと思います。

【幹事報告】
　５月末に水村ガバナーよりご意見を伺いたい旨
のご案内があったと思いますが、それを受けての
書類を配付しました。年次報告書の提出締め切り
は７／２１です。例会をやむを得ず欠席される場
合は前日昼までに事務局に連絡するよう徹底して
頂きたいと思います。
　
◎日高ＲＣ 町田会長ご挨拶

　昨日は髙橋会長にご来訪頂き有難
うございました。コロナ禍で活動が
制限されながらの任期でしたが周り
に助けて頂き何とかここまで来られ
ました。次年度日高ＲＣはお蔭様で
４０周年。引き続きご協力をお願い
致します。１年間大変お世話になり
ました。有難うございました。

　
【委員会報告】
◎次年度会長　　　　　　　　　　　　矢島（高）君
　コロナもだいぶ収束して参りましたので、この

目の前のパネルは来月の例会から取り外させて頂
きたいと思います。よろしくお願い致します。
◎次年度ＳＡＡ　　　　　　　　　　　　大﨑君
　本来無断欠席があってはいけないのですが、欠
席者をいち早く把握して空席を埋め、４人席を極
力多くするために出席ボードを復活させて頂きま
す。ご自分のお名前のところに印を付けて下さ
い。ご了解の程よろしくお願い致します。
　

【出席報告】無届欠席１　　 吉田（武）出席向上委員
　
　
　

【Ｍ　　Ｕ】
６／１９（地区）中里（忠）君、藤原君
　

【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・日高ＲＣの町田と白井です。お蔭様で１年間無
　事にクラブ運営が出来ました。飯能クラブさん
　には今年度も１年間お世話になりまして有難う
　ございました。　　　（日高）町田様、白井様
・２０２２年全国新酒鑑評会で「洗心無（せんしんむ）」
　が金賞を受賞しました。有難うございます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　五十嵐君
・会長幹事ＳＡＡさん、コロナ禍の中１年間ご苦
　労様でした。　　　　　　　　　　　矢島（巌）君
・町田会長、白井幹事さんようこそ！　大変お世
　話になりました。　　和泉君、小川君、田辺君
・有難うございました。　　　　　　　　森田君
・１年間大変お世話になりました。
　　　　　　髙橋弘会長、矢島高明会長エレクト
　馬場正春副会長、大野康幹事、吉澤文男ＳＡＡ
本日計２０，０００円、累計額８９２，０００円。
◎６日例会当番は吉田（健）、矢島（巌）会員です。

◎マルチプル・フェロー授与
　　細田伴次郎会員（４回目）
　　沢辺瀞壱会員
　　髙橋　弘会員（３回目）
　有難うございました（拍手）。

【バッジ引継式】

・閉会点鐘　髙橋会長

＝第５８期　クラブ協議会（２日目）＝
　　　　　　　　　　　　　　　司会：髙橋会長
◎神田敬文職業奉仕委員長　　代読：吉澤ＳＡＡ
　和泉由起夫、森健二、鳥居崇委員と担当。第１
例会では四つのテスト唱和。第２・３例会では会長
の肝いりで英語版動画を上映。担当例会の卓話は
実施出来ず。１年間ご協力有難うございました。

◎島田秀和ロータリー情報委員長
　２月開催の予定だった炉辺会談で
すが、急遽６／１、入会３年未満の
メンバー２３名を含む３１名で開催
する事が出来ました。７０名７０社
の方々が交流を重ね、お互いを理解
して頂く事が今年度の委員会の趣旨

でした。“年齢差５０歳”という会は他では少ない
のではないかと思います。４、５名の方からの質問
に答える形式で行い、懇親会も盛り上げて頂きま
した。大野（泰）委員長に記録をまとめて頂きまし
たのでご参考になればと思います。１年間有難う
ございました。

◎前島宏之国際奉仕委員長
　国際大会への参加を熱望しており
ましたので任命当初やる気満々だっ
たのですが、コロナの終息が見込ま
れず、駿河台大学の留学生日本語ス
ピーチコンテストも開催されず。交
流を絶やすわけにはいきませんので

箱根駅伝初出場の駿河台大学駅伝部に１２／２７、
スポーツ用品を寄付致しました。国際大会は出入
国管理が非常に厳しく、参加は見合わせました。

◎大﨑光二青少年奉仕委員長
　藤原秋夫、佐々木翔、大嶋研一委
員と担当。事業の多くが中止となる
中、「ＲＣ杯少年野球大会」は社会奉
仕と協力して開催。会長等と一緒に
目録等の贈呈を行いました。１年間
有難うございました。
◎鈴木康弘環境保全委員長
　代読：町田誠一委員
　委員長、山口孝委員と私で担当。
飯能の恵まれた自然を維持し、未来
の世代へと繋げていくための事業と
して、「飯能新緑ツーデーマーチ」に
会員と家族１５名で参加。「ロータリー

奉仕デー」として日高と合同で市にミネラルウォー
ターを寄付。また、市・環境学習用品給付事業に
寄付しました。市・環境緑水課へのゴミ袋寄贈は
出来ませんでした。

◎大野正幸出席向上委員長
　吉田武明、森田美明、中川律子委
員と担当。ＭＵ奨励、出席率確保の
ための方策の検討は進められず。た
だ、プログラム予定表に例会担当者
名が載るようになり、当番が分かり
易くなったのではないかと思いま

す。本年度の平均出席率は８０％台後半。Zoom活用
も図られ、影響は少なかったと考えます。コロナ
対策は緩和傾向にありますが、ここ数日再び感染
者数が増加しているようです。次年度は以前のよ
うな運営が出来る事を期待しています。

◎川口 浩社会奉仕委員長
　中里忠夫、木川泰宏委員と担当。
真のアフターコロナ、ウィズコロナ
は次年度に持ち越しとなりました。

「ＲＣ杯少年野球大会」はまもなく
決勝戦です。地区補助金１０００ドル
は円安のため１３万円超が入金。参

加チームを絞って開催したので、参加賞その他を
支援してもクラブからの持ち出しは無く実施出来
ました。「飯能新緑ツーデーマーチ」は日高と合同
で受付業務、ミネラルウォーターの寄贈を行い、
条件が厳しかった「ロータリー奉仕デー」の事業も
出来てホッとしています。担当卓話（９月）は中止。
クラブ奉仕、青少年奉仕、環境保全の各委員会に
多大なご協力を頂きました。

◎福島 毅会報・広報委員長
　小谷野正弘、鈴木勝彦委員と担
当。例会の様子や卓話を飯能日高テ
レビ、文化新聞等のメディアで市民
に伝える事業を継続すると共に、新
たにFacebookページを開設。動画や
写真を多く載せられ、親しみをもっ

て頂けるメリットがあり、飯能ＲＣの例会や奉仕
活動のイメージをより具体的に広く伝える事が出
来たと思います。開設・運営には前島宏之会員の
協力を頂きました。担当卓話は実施出来ませんで
したが、次年度委員会にFacebookの継続と共に申
し送りたいと思います。有難うございました。

◎伊澤健司雑誌委員長
　柏木正之、斗光健一委員と担当。

「ロータリーの友」を紹介する機会は
あまりありませんでしたが、紹介出
来る時には、横組からは、ＲＩ関連
情報や特別月間に日本のＲＣがどの
ように取り組んでいるか等の記事を

紹介し、縦組からは、日本のＲＣ活動についての投
稿を中心にタイムリーな情報を紹介するように心
掛けました。また、市内１８施設に雑誌を配布。
１年間有難うございました。

◎沢辺瀞壱ロータリー財団委員長
　半田武委員と担当。寄付目標（５人）
は年度当初に土屋崇、木川一男会員、
６月に髙橋弘会長、細田伴次郎会員、
私・沢辺の寄付により達成。１１月の

「ロータリー財団月間」には細淵元
ガバナー補佐より財団の役割の重要

性について分かり易くお話を頂きました。財団セ
ミナーでは、財団の支援により英国留学された埼
玉医大出身の医師のお話を聴きました。

◎都築敏夫米山記念奨学委員長
　山川荘太朗委員と担当。担当例会
に、ウズベキスタンからの留学生オ
イホンさんの卓話を実施。特別寄付
は島田秀和、市川昭会員にご協力頂
きました。１年間有難うございまし
た。
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したが、次年度委員会にFacebookの継続と共に申
し送りたいと思います。有難うございました。

◎伊澤健司雑誌委員長
　柏木正之、斗光健一委員と担当。

「ロータリーの友」を紹介する機会は
あまりありませんでしたが、紹介出
来る時には、横組からは、ＲＩ関連
情報や特別月間に日本のＲＣがどの
ように取り組んでいるか等の記事を

紹介し、縦組からは、日本のＲＣ活動についての投
稿を中心にタイムリーな情報を紹介するように心
掛けました。また、市内１８施設に雑誌を配布。
１年間有難うございました。

◎沢辺瀞壱ロータリー財団委員長
　半田武委員と担当。寄付目標（５人）
は年度当初に土屋崇、木川一男会員、
６月に髙橋弘会長、細田伴次郎会員、
私・沢辺の寄付により達成。１１月の

「ロータリー財団月間」には細淵元
ガバナー補佐より財団の役割の重要

性について分かり易くお話を頂きました。財団セ
ミナーでは、財団の支援により英国留学された埼
玉医大出身の医師のお話を聴きました。

◎都築敏夫米山記念奨学委員長
　山川荘太朗委員と担当。担当例会
に、ウズベキスタンからの留学生オ
イホンさんの卓話を実施。特別寄付
は島田秀和、市川昭会員にご協力頂
きました。１年間有難うございまし
た。

　


