
・点　鐘　矢島高明会長
・ソング　君が代　奉仕の理想
・四つのテスト唱和　加藤職業奉仕委員長

【入会式】
◎新入会員紹介　　　　　　　　　　　　　前島君
吉野修平（よしのしゅうへい）会員　特定非営利活動法人

「ＮＰＯ法人 ぶどうの会」（狭山市笹井）理事長。入会
には田辺パスト会長に大変お世話になりました。

◎吉野会員挨拶
　笹井で生まれ育ちました。
聖望学園高校、獨協大学を卒
業して一般就職。看護師の母
が障害者施設を１９年前に設
立し私も何か出来ないかとい
う事でリハビリの専門学校に
入り直しました。戸田中央メ
ディカルケアグループでお世
話になり、多摩リハビリテー
ション学院専門学校（青梅市）

で６年間教員をした後、３年前に施設を引き継いだ
ばかりです。７０名程の利用者と従業員２７名。障害者
の２０年後を見据えて今動かなければと思っていま
す。１０年間平松に在住。飯能と狭山の交流をもっと
深め、清々しい朝を毎日迎える事が出来るような生
活を皆で何とかつくり直していきたいと思っており
ます。どうぞよろしくお願い致します。
◎矢島会長よりバッジ装着／歓迎の言葉／誓いの言
葉／額・四つのテスト・バナー贈呈／土屋ＲＣ情報
委員長より資料贈呈／市川幹事より会員証贈呈・所
属発表「社会奉仕」／記念撮影
◎乾杯：小川パスト会長
　不安定な状態が一時続いた地区に比べ、飯能は盤
石の態勢でやって参りました。着実な運営で、このク
ラブが如何に良いクラブか地区で２年程委員をやっ
ていて感じてきました。矢島年度の船出の日に新会
員をお迎え出来、吉野さんにはＲＣを勉強され一人

でも多くの会員と親睦を図
り楽しいロータリーライフ
をお過ごし頂きたいと思い
ます。乾杯！

【会長報告】
　吉野会員、入会おめでと
うございます。早くＲＣに
馴染んでロータリーライフを
楽しんで下さい。
　飯能ＲＣに米山記念奨学
会より感謝状。４０００万円
達成クラブに対するもので
す（２０２１年６月３０日付）。ま

た、ロータリー財団より感謝状。２０２０－２０２１年度ク
ラブバナーの表彰をもって感謝のしるしとしますと
の事。「エンドポリオ・ナウ」の表彰対象で、根絶活動に
１５００ドル超の寄付をしたクラブに贈られるもの。

「感謝の気持ちを会員の皆様にも是非お伝え頂けれ
ば幸いに存じます。皆様のご支援のお蔭で、ロータリ
アンは地元社会や世界各地の重要なニーズに取り組
む事が出来ます。皆様方の財団への変わらぬご支援
に重ねて御礼を申し上げます」。以上、ご報告します。
　医師の先生方にお聞きしたところ、コロナ感染は
７月末頃再びピークが来る懸念があるとの事で、８
月末まで卓上パネルはそのまま使用する事に改めさ
せて頂きました。ご理解の程お願い申し上げます。

【幹事報告】
　第２回理事会：第１回理事会議事録承認。「年度計
画書」はＳＡＡの「飯能グリーン」カラーです。９月の
プログラム承認。ガバナー補佐訪問８／２４、公式訪問
８／３１。田辺パスト会長の出席規定免除申請承認。
間邉パスト会長、吉田（行）、藤原会員の休会届承認。吉田

（行）会員は退院されて次の例会には出席との事。寄付・
協賛金・会費等、一括承認。夜間例会９／７。会員証を
抜いて出席カードはポストにお戻し下さい。

◎例会変更のお知らせ
◇所沢ＲＣ
・７／１９（火） 定款の規定により取止め
・８／２（火）　夜間例会（所沢５クラブ合同）
・８／９（火）　定款の規定により取止め
・８／１６（火） 定款の規定により休会
・８／３０（火） 納涼会（予定）

【委員会報告】なし

【出席報告】ＭＵなし・無届欠席２　中里（忠）出席向上委員長

【結婚・誕生日祝】　　　　 五十嵐親睦活動委員長
　本年度記念品は入会記念日「ＲＣマーク付き消える
ボールペン」、会員誕生日「ヘリテイジディナー券or
夢彩菓すずき引換券」、結婚記念日「五十嵐酒造梅酒」、
夫人誕生日「ラップ等の詰合せ」となっております。
◇入会記念日おめでとう
　細田（伴）君、杉田君、内沼君、鳥居君、山口君
　本間君、佐々木君、坂本（厚）君、塩川君、中川君
◇会員誕生日おめでとう
　川口君、田辺君、都築君、安藤君、塩川君
　坂本（厚）君、秦君
◇結婚記念日おめでとう　鈴木（康）君、塩川君
◇夫人誕生日おめでとう
　坂本（厚）夫人、木川（泰）夫人、大嶋夫人
　中里（昌）夫人、都築夫人

【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・妻の誕生日お祝い有難うございます。 中里（昌）君、都築君
・矢島高明会長、矢島年度のスタートお慶び申し上
　げます。よろしくお願い致します。
　　　　　　　　小川君、田辺君、沢辺君、本橋君
・吉野さん入会おめでとうございます。　　田辺君
・誕生日お祝い有難うございます。 田辺君、都築君、川口君
・入会記念日お祝い有難うございます。
　　　　　　　　　　　　杉田君、佐々木君、内沼君
・体調不良のため早退させて頂きます。　　和泉君
・本年度よろしくお願いします。矢島会長、馬場会長エレクト
　　　　　　　　　 森副会長、市川幹事、大﨑ＳＡＡ
本日計３１，０００円、累計額３１，０００円。
◎１３日例会当番は吉田（武）、山川会員です。

・閉会点鐘　矢島会長

＝第５９期 第１回クラブ協議会（１日目）＝

司会　矢島会長
◎矢島高明会長
　Ｊ．Ｅ．ジョーンズＲＩ会長テーマは

「イマジンロータリー」、村田ガバナー
は「地域と世界でつながる力を磨き奉
仕を実践しよう！」。イマジンロータリー
の実践では５つの強調事項を掲げられ
ています。これを受け飯能ＲＣとして

「今こそロータリーの魅力を」とのテーマの下、活動へ
の多様で積極的な参加を促し、クラブを活性化して
いきたいと思っております。単にコロナ前に戻すの
ではなく、会員皆様が自ら考え行動し、喜んで奉仕活
動、クラブ事業に参画して頂けるように、例会の参加・
開催方法や委員会活動に変化をもたらす事で、新た
な楽しい飯能ＲＣを目指したいと思っております。
入会３年未満の方とベテランの方に前方にお座り頂
いております。皆様に早く顔と己を知って頂くため、
後ろ姿を先輩方に見て頂くようにしました。また、必
ず先輩を同テーブルに配置し、分からない事はすぐ
に聞けるかたちを取らせて頂きました。これは大﨑
ＳＡＡが試行錯誤され実施するものです。浅学非才

ですが多大なるご理解ご協力を賜り、クラブの役に
立てる会長を目指します。よろしくお願い致します。

◎森 健二副会長
　コロナ禍の２年半、代々会長は施策
を工夫して取り組まれ、矢島会長も感
染を徹底して防ぎつつ、豊かなクラブ
ライフを実現したいとの思いをお持ち
です。それを陰で支えるのが副会長の
役目。執行部として真摯に取り組んで

いく覚悟です。ご不便をおかけするかと思います
が、忌憚のないご意見を言って頂き、ご指導ご鞭撻
をお願いしたいと思います。

◎馬場正春会長エレクト
　髙橋年度に副会長として、今年は矢
島会長の下、勉強させて頂きます。会
長からはとにかく親睦を第一にしよう
じゃないかという事をよく聞いてお
り、協力して頑張っていきたいと思っ
ております。私事ですが、飯能高校の野

球部ＯＢ会長を２０数年やっています。南高校との統
合で、今夏の大会で７０年の歴史を閉じる事になりま
した。７／９大宮球場が最後の試合。テレ玉の取材も受
ました（７／１５放映）。飯能高校では木川先生を中心
に１００周年記念式典も予定されています。

◎市川 昭幹事
　会長と一体となってクラブを運営し
クラブの要として多彩な実務を担当す
る。要は会長の思いを受けて女房役に
徹するのが任務だと感じています。す
でに会長とは濃いつきあいをしており
思いは十分伝わってきています。ご協

力の程よろしくお願い致します。「年度計画書」Ｐ４０
に落丁がないかご確認下さい。

◎大﨑光二ＳＡＡ
　不安でいっぱいな私をフォローして
下さるのが副ＳＡＡの川口浩会員です。
会員がモチベーションを上げて結束感
に満ちた運営になるよう努力し、“友和
性”と規律を重視しつつ調律の取れた
例会の雰囲気づくりに努めます。３か月

に１度、席替えを行いますが、長幼の序を重んじ年長
の方を２人ずつ、そして入会年度の若い方も２人ずつ、
前方に配置させて頂きました。また、常に４人席とな
るよう後方３テーブルには１１名の“有事即応部隊”、
臨機に移動して頂ける方を配置、本日は５名の方に

“出動”して頂きました。ニコニコＢＯＸへのご支援
もよろしくお願い致します。

◎吉島一良会計
　Ｐ６２の予算で「繰越金」２４０万円は
現在５９０万円です。親睦活動委員会に
２０万円増額しましたが、それ以外に
もお金を捻り出しますので、是非多く
の炉辺会談をやって頂きたいと思いま
す。よろしくお願い致します。

◎矢島会長：吉野会員の入会に当たっては田辺實パ
スト会長に多大なるご尽力を賜りました。

　

当 番 吉田（健）君、矢島（巌）君
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ＳＡＡが試行錯誤され実施するものです。浅学非才

ですが多大なるご理解ご協力を賜り、クラブの役に
立てる会長を目指します。よろしくお願い致します。

◎森 健二副会長
　コロナ禍の２年半、代々会長は施策
を工夫して取り組まれ、矢島会長も感
染を徹底して防ぎつつ、豊かなクラブ
ライフを実現したいとの思いをお持ち
です。それを陰で支えるのが副会長の
役目。執行部として真摯に取り組んで

いく覚悟です。ご不便をおかけするかと思います
が、忌憚のないご意見を言って頂き、ご指導ご鞭撻
をお願いしたいと思います。

◎馬場正春会長エレクト
　髙橋年度に副会長として、今年は矢
島会長の下、勉強させて頂きます。会
長からはとにかく親睦を第一にしよう
じゃないかという事をよく聞いてお
り、協力して頑張っていきたいと思っ
ております。私事ですが、飯能高校の野

球部ＯＢ会長を２０数年やっています。南高校との統
合で、今夏の大会で７０年の歴史を閉じる事になりま
した。７／９大宮球場が最後の試合。テレ玉の取材も受
ました（７／１５放映）。飯能高校では木川先生を中心
に１００周年記念式典も予定されています。

◎市川 昭幹事
　会長と一体となってクラブを運営し
クラブの要として多彩な実務を担当す
る。要は会長の思いを受けて女房役に
徹するのが任務だと感じています。す
でに会長とは濃いつきあいをしており
思いは十分伝わってきています。ご協

力の程よろしくお願い致します。「年度計画書」Ｐ４０
に落丁がないかご確認下さい。

◎大﨑光二ＳＡＡ
　不安でいっぱいな私をフォローして
下さるのが副ＳＡＡの川口浩会員です。
会員がモチベーションを上げて結束感
に満ちた運営になるよう努力し、“友和
性”と規律を重視しつつ調律の取れた
例会の雰囲気づくりに努めます。３か月

に１度、席替えを行いますが、長幼の序を重んじ年長
の方を２人ずつ、そして入会年度の若い方も２人ずつ、
前方に配置させて頂きました。また、常に４人席とな
るよう後方３テーブルには１１名の“有事即応部隊”、
臨機に移動して頂ける方を配置、本日は５名の方に

“出動”して頂きました。ニコニコＢＯＸへのご支援
もよろしくお願い致します。

◎吉島一良会計
　Ｐ６２の予算で「繰越金」２４０万円は
現在５９０万円です。親睦活動委員会に
２０万円増額しましたが、それ以外に
もお金を捻り出しますので、是非多く
の炉辺会談をやって頂きたいと思いま
す。よろしくお願い致します。

◎矢島会長：吉野会員の入会に当たっては田辺實パ
スト会長に多大なるご尽力を賜りました。

　

会　員　数 当　　日

出席数対  象全　数 出席率

月   日 当　番
［担当委員会］例会数 行　事　予　定

［会長・幹事］

吉 野 君
安 藤 君

例会取消（祝日週）

ガバナー補佐訪問

ガバナー公式訪問

例会取消（定款による）

中里忠夫会員

吉 澤 君
山 口 君

［会員増強］
卓話「どのようにしたら会員を増やせるか」
地区会員増強基盤向上委員会 副委員長

【結婚・誕生日祝】

【雑誌紹介】

【四つのテスト】

新 井 君
天ヶ瀬君

［会長・幹事］

（ 月間テーマ　会員増強月間 ）


