
・点　鐘　矢島高明会長
・ソング　我等の生業
・ビジター（日高）会長：鈴木敏藏様
　　　　　　　　　幹事：長谷川 悟様

【会長報告】
　訃報です。藤原会員令夫人、麗子様が１０日早朝
ご逝去されました。ご冥福を祈りたいと思います。
　先週は初めての例会、大変緊張する中、務めさせ
て頂きました。６／２３から参院選通常選挙の期日
前投票が始まり、選挙管理委員の立場で２日間、
立会管理者を務めました。朝８時から夜８時の長
時間。その間、会員の方にも何名かお会いする事が
出来ました。昨晩の豪雨は鳩山町ではレベル５

「緊急安全確保」、飯能でも今朝方まで「大雨警報」
が続いていました。異常気象が続いていますので
崖崩れ、河川の氾濫等、各々で危険を察知、回避
して頂きたいと思います。
　７／８奈良県で安倍元首相が街頭遊説中に凶弾
に倒れ亡くなるという痛ましい事件が起こりまし
た。このような事が二度と無いように祈りたいと
思います。

　◎（日高ＲＣ）鈴木会長ご挨拶
　第４０代会長を務めさせて頂く事
になりました。１２年程前に一度経験
し、当時は飯能の半田会長にお世話
になりました。創立４０周年記念式典
を１１／１５ヘリテイジ飯能ｓｔａ．で開催

すべく、現在犬竹実行委員長、小坂総務部長と準
備を進めております。親クラブの飯能からは多く
のご出席をお願いしたいと思います。来月は合同
の公式訪問。合同例会、合同ゴルフコンペとお世
話になっているばかりですが、少人数でも頑張っ

ているところを見て頂くのが恩返しになるかなと
考えております。私が入会した２６年前頃はチャー
ターメンバーがほぼ残っていて、親クラブとの絆
を如何に大切にしていたかが心に刻まれておりま
す。その絆を少しでも強いものに出来ればと考え
ております。飯能クラブの発展と皆様のご健康を
お祈りし、挨拶とさせて頂きます。一年間よろし
くお願い致します。

【幹事報告】
　第１回理事会議事録、８月のプログラム、第３回
理事会のお知らせを配付。藤原会員令夫人ご葬儀
は通夜１７日、告別式１８日、セレモニーホール鈴音。
◎例会変更のお知らせ
◇所沢中央ＲＣ
・８／１（月）　振替休会
・８／２（火）　市内５クラブ合同例会
・８／８（月）　休会（細則７条）
・８／１５（月） 特別休会
・８／２２（月） 通常例会
・８／２９（月） 休会（細則５条）
◇新所沢ＲＣ
・８／２（火）　市内５クラブ合同例会
・８／９（火）　移動例会
・８／１６（火） 例会取消（定款７－１－ｄ－５）
・８／２３（火） 例会取消（細則５－２）
◇入間南ＲＣ
・８／２（火）　ガバナー補佐訪問例会
・８／９（火）　ガバナー公式訪問例会
・８／１６（火） 例会取止め（定款８－１－Ｃ）
・８／２３（火） 例会取止め（定款８－１－Ｃ）
・８／３０（火） 夜間例会「入間市産業文化センター」
　

【セミナー報告】
◎米山記念奨学委員会　　　　　　　　大野（正）君

　７／１０「アルカーサル迎賓館川越」での米山記念
奨学委員会セミナーに出席。お金の事で大変恐縮
ですが、多くの奨学生を受け入れるためにも、１人
当たりの平均寄付額が１５，０００円となるようにお
願いしたいとのお話でした。特別寄付の額は問わ
ず、１０万円は功労に関係するものとなります。

【出席報告】無届欠席０　　 永安寺出席向上委員
　
　
　
　
　

【Ｍ　　Ｕ】
６／１６・２１（日高）髙橋君
７／１０（地区）大野（正）君
７／１２（京都西南）前島君
　

【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・今年度お世話になります。
　　　　　　　　（日高）鈴木会長、長谷川幹事
・入会記念日お祝い有難うございます。細田（伴）君
・結婚記念日お祝い有難うございます。鈴木（康）君
・妻の誕生日お祝い有難うございます。　 大嶋君
・先週土曜日、埼玉県立武道館（上尾市）で行われ
　た剣道審査会にて４段に２回目の挑戦で合格し
　ちゃいました。　　　　　　　　　　　半田君
・日高ＲＣ鈴木様、長谷川様ようこそ。本年もよろ
　しくお願い致します。　　　　新井君、田辺君
　　　　　　　　　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３０，０００円、累計額６１，０００円。
◎２７日例会当番は吉島、吉田（行）会員です。

・閉会点鐘　矢島会長

＝第５９期 第１回クラブ協議会（２日目）＝

司会　矢島会長

◎中里昌平クラブ戦略計画委員長
　神田康夫会員がお亡くなりになり
２年連続での委員長です。増島宏徳
委員と担当。世界的に会員が減少し
ているためか、ＲＩは「衛星クラ
ブ」「パスポートクラブ」「Ｅクラブ」

「法人クラブ」と、いろんな形を提唱してきてお
り、今年度ガバナーは「パスポートクラブ」のご
出身です。形はどう変わろうとＲＣの目的が変わ
るわけではありません。戦略計画委員会は将来ビ
ジョンを掲げて行動を推進します。まずは関連委
員会と連携して新入会員と経験豊富な会員との交
流を図り、ＲＣを理解して頂くと同時に親睦を深
める事が第一。昨年度は島田情報委員長の下、炉
辺会談が実現し、大変有意義な会になったのでは
ないかと思います。私が入会した頃は炉辺会談が
頻繁に行われ、先輩からいろいろ教えられまし
た。今年こそ委員会として炉辺会談を開催したい
と考えております。

◎新井景三クラブ奉仕委員長
　大木重雄、吉田健、矢島巌、木川
一男委員と超ベテランが揃っており
ご指導頂きながら進めていきたいと
思っております。関連委員会と連携
しながら、内容のある、実り多い会

合が出来るよう頑張りたいと思います。よろしく
お願い致します。

◎中里忠夫出席向上委員長
　細田吉春、柏木正之、永安寺純委
員と担当。昨年度（８６．７％）より
少しでも出席率が向上する事、楽し
い例会である事、魅力ある例会であ
る事を目指します。「年度内」に期限

延長されたＭＵを新入会員対象に実施したい。行
事への積極的参加を推進する。食事の問題がある
ので、欠席届は例会前日の午前中までに事務局へ
連絡する事を徹底する。１年間頑張ります。

◎大野泰規プログラム委員長
　吉田行男、大津力、秦誠委員と担
当。会員皆様に魅力ある有意義な時
間を過ごして頂き、出席する事を楽
しんで頂けるような企画・運営を目
指します。各委員会の担当卓話もよ

ろしくお願いします。皆様のお役に立てるような
プログラムを選定し、卓話を通じて会員相互の活
動を理解して頂く。地域で活躍している企業人の
卓話から地域の可能性を理解して頂く。世の中の
状況に応じたプログラム編成を臨機応変、柔軟に
行っていきたいと考えております。

◎土屋 崇ロータリー情報委員長
　田辺實、髙橋弘委員と担当。例会
出席はもちろんですが、炉辺会談、
そして懇親会に出席する事がＲＣの
知識を得るのに大いに役に立ったと
いう経験がございます。半期に１回

ずつの炉辺会談を予定しております。３年未満の
会員に限らずご出席頂いて結構だと思います。具
体的には「年度計画書」Ｐ３６をご覧下さい。よろ
しくお願い致します。

◎加藤義明職業奉仕委員長
　細田伴次郎、半田武、木川泰宏、
大嶋研一委員と担当。ロータリアン
は職業を通じた実践の中で奉仕する
のが大前提です。自分の仕事を一生
懸命やりながら、世のため人のため

に奉仕を考えていこうという中で、ロータリアン
としての行動指針「四つのテスト」を毎月唱和して
意識を高めて参りたい。１０月に担当卓話があり
ます。１年間頑張ります。

◎福島 毅社会奉仕委員長
　安藤泰雄、斗光健一委員と担当。
会長テーマ「今こそロータリーの魅
力を」の「魅力」としては、社会奉仕
活動に参加する事で喜びを感じるの
ではないかと思っております。委員

会予算より団体へ寄付金・協賛金・会費の支払い
を予定しています（「年度計画書」Ｐ４２）。青少年
奉仕委員会と協力して「飯能ＲＣカップせせらぎ杯
中学生卓球大会」「飯能ＲＣカップ少年野球大会」
を開催。社会奉仕活動についての卓話および「ロー
タリー奉仕デー」を実施します。

◎森田美明環境保全委員長
　沢辺瀞壱、大野康、原島伊佐夫委
員と担当。緑と清流に映える素晴ら
しい飯能に暮らしている事に誇りを
もち、なお一層の環境保全に今年一
年努めていきたいと思います。よろ
しくお願いします。
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第 例会

矢 島 高 明 市　　　川　　　　　昭

例会場：ホテル・ヘリテイジ飯能sta.
飯能市仲町11-21

天　候 曇

会　長 幹　事

例会日 水曜日（12:30～13:30）

飯能市本町１-７事務局：飯能商工会議所内



・点　鐘　矢島高明会長
・ソング　我等の生業
・ビジター（日高）会長：鈴木敏藏様
　　　　　　　　　幹事：長谷川 悟様

【会長報告】
　訃報です。藤原会員令夫人、麗子様が１０日早朝
ご逝去されました。ご冥福を祈りたいと思います。
　先週は初めての例会、大変緊張する中、務めさせ
て頂きました。６／２３から参院選通常選挙の期日
前投票が始まり、選挙管理委員の立場で２日間、
立会管理者を務めました。朝８時から夜８時の長
時間。その間、会員の方にも何名かお会いする事が
出来ました。昨晩の豪雨は鳩山町ではレベル５

「緊急安全確保」、飯能でも今朝方まで「大雨警報」
が続いていました。異常気象が続いていますので
崖崩れ、河川の氾濫等、各々で危険を察知、回避
して頂きたいと思います。
　７／８奈良県で安倍元首相が街頭遊説中に凶弾
に倒れ亡くなるという痛ましい事件が起こりまし
た。このような事が二度と無いように祈りたいと
思います。

　◎（日高ＲＣ）鈴木会長ご挨拶
　第４０代会長を務めさせて頂く事
になりました。１２年程前に一度経験
し、当時は飯能の半田会長にお世話
になりました。創立４０周年記念式典
を１１／１５ヘリテイジ飯能ｓｔａ．で開催

すべく、現在犬竹実行委員長、小坂総務部長と準
備を進めております。親クラブの飯能からは多く
のご出席をお願いしたいと思います。来月は合同
の公式訪問。合同例会、合同ゴルフコンペとお世
話になっているばかりですが、少人数でも頑張っ

ているところを見て頂くのが恩返しになるかなと
考えております。私が入会した２６年前頃はチャー
ターメンバーがほぼ残っていて、親クラブとの絆
を如何に大切にしていたかが心に刻まれておりま
す。その絆を少しでも強いものに出来ればと考え
ております。飯能クラブの発展と皆様のご健康を
お祈りし、挨拶とさせて頂きます。一年間よろし
くお願い致します。

【幹事報告】
　第１回理事会議事録、８月のプログラム、第３回
理事会のお知らせを配付。藤原会員令夫人ご葬儀
は通夜１７日、告別式１８日、セレモニーホール鈴音。
◎例会変更のお知らせ
◇所沢中央ＲＣ
・８／１（月）　振替休会
・８／２（火）　市内５クラブ合同例会
・８／８（月）　休会（細則７条）
・８／１５（月） 特別休会
・８／２２（月） 通常例会
・８／２９（月） 休会（細則５条）
◇新所沢ＲＣ
・８／２（火）　市内５クラブ合同例会
・８／９（火）　移動例会
・８／１６（火） 例会取消（定款７－１－ｄ－５）
・８／２３（火） 例会取消（細則５－２）
◇入間南ＲＣ
・８／２（火）　ガバナー補佐訪問例会
・８／９（火）　ガバナー公式訪問例会
・８／１６（火） 例会取止め（定款８－１－Ｃ）
・８／２３（火） 例会取止め（定款８－１－Ｃ）
・８／３０（火） 夜間例会「入間市産業文化センター」
　

【セミナー報告】
◎米山記念奨学委員会　　　　　　　　大野（正）君

　７／１０「アルカーサル迎賓館川越」での米山記念
奨学委員会セミナーに出席。お金の事で大変恐縮
ですが、多くの奨学生を受け入れるためにも、１人
当たりの平均寄付額が１５，０００円となるようにお
願いしたいとのお話でした。特別寄付の額は問わ
ず、１０万円は功労に関係するものとなります。

【出席報告】無届欠席０　　 永安寺出席向上委員
　
　
　
　
　

【Ｍ　　Ｕ】
６／１６・２１（日高）髙橋君
７／１０（地区）大野（正）君
７／１２（京都西南）前島君
　

【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・今年度お世話になります。
　　　　　　　　（日高）鈴木会長、長谷川幹事
・入会記念日お祝い有難うございます。細田（伴）君
・結婚記念日お祝い有難うございます。鈴木（康）君
・妻の誕生日お祝い有難うございます。　 大嶋君
・先週土曜日、埼玉県立武道館（上尾市）で行われ
　た剣道審査会にて４段に２回目の挑戦で合格し
　ちゃいました。　　　　　　　　　　　半田君
・日高ＲＣ鈴木様、長谷川様ようこそ。本年もよろ
　しくお願い致します。　　　　新井君、田辺君
　　　　　　　　　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３０，０００円、累計額６１，０００円。
◎２７日例会当番は吉島、吉田（行）会員です。

・閉会点鐘　矢島会長

＝第５９期 第１回クラブ協議会（２日目）＝

司会　矢島会長

◎中里昌平クラブ戦略計画委員長
　神田康夫会員がお亡くなりになり
２年連続での委員長です。増島宏徳
委員と担当。世界的に会員が減少し
ているためか、ＲＩは「衛星クラ
ブ」「パスポートクラブ」「Ｅクラブ」

「法人クラブ」と、いろんな形を提唱してきてお
り、今年度ガバナーは「パスポートクラブ」のご
出身です。形はどう変わろうとＲＣの目的が変わ
るわけではありません。戦略計画委員会は将来ビ
ジョンを掲げて行動を推進します。まずは関連委
員会と連携して新入会員と経験豊富な会員との交
流を図り、ＲＣを理解して頂くと同時に親睦を深
める事が第一。昨年度は島田情報委員長の下、炉
辺会談が実現し、大変有意義な会になったのでは
ないかと思います。私が入会した頃は炉辺会談が
頻繁に行われ、先輩からいろいろ教えられまし
た。今年こそ委員会として炉辺会談を開催したい
と考えております。

◎新井景三クラブ奉仕委員長
　大木重雄、吉田健、矢島巌、木川
一男委員と超ベテランが揃っており
ご指導頂きながら進めていきたいと
思っております。関連委員会と連携
しながら、内容のある、実り多い会

合が出来るよう頑張りたいと思います。よろしく
お願い致します。

◎中里忠夫出席向上委員長
　細田吉春、柏木正之、永安寺純委
員と担当。昨年度（８６．７％）より
少しでも出席率が向上する事、楽し
い例会である事、魅力ある例会であ
る事を目指します。「年度内」に期限

延長されたＭＵを新入会員対象に実施したい。行
事への積極的参加を推進する。食事の問題がある
ので、欠席届は例会前日の午前中までに事務局へ
連絡する事を徹底する。１年間頑張ります。

◎大野泰規プログラム委員長
　吉田行男、大津力、秦誠委員と担
当。会員皆様に魅力ある有意義な時
間を過ごして頂き、出席する事を楽
しんで頂けるような企画・運営を目
指します。各委員会の担当卓話もよ

ろしくお願いします。皆様のお役に立てるような
プログラムを選定し、卓話を通じて会員相互の活
動を理解して頂く。地域で活躍している企業人の
卓話から地域の可能性を理解して頂く。世の中の
状況に応じたプログラム編成を臨機応変、柔軟に
行っていきたいと考えております。

◎土屋 崇ロータリー情報委員長
　田辺實、髙橋弘委員と担当。例会
出席はもちろんですが、炉辺会談、
そして懇親会に出席する事がＲＣの
知識を得るのに大いに役に立ったと
いう経験がございます。半期に１回

ずつの炉辺会談を予定しております。３年未満の
会員に限らずご出席頂いて結構だと思います。具
体的には「年度計画書」Ｐ３６をご覧下さい。よろ
しくお願い致します。

◎加藤義明職業奉仕委員長
　細田伴次郎、半田武、木川泰宏、
大嶋研一委員と担当。ロータリアン
は職業を通じた実践の中で奉仕する
のが大前提です。自分の仕事を一生
懸命やりながら、世のため人のため

に奉仕を考えていこうという中で、ロータリアン
としての行動指針「四つのテスト」を毎月唱和して
意識を高めて参りたい。１０月に担当卓話があり
ます。１年間頑張ります。

◎福島 毅社会奉仕委員長
　安藤泰雄、斗光健一委員と担当。
会長テーマ「今こそロータリーの魅
力を」の「魅力」としては、社会奉仕
活動に参加する事で喜びを感じるの
ではないかと思っております。委員

会予算より団体へ寄付金・協賛金・会費の支払い
を予定しています（「年度計画書」Ｐ４２）。青少年
奉仕委員会と協力して「飯能ＲＣカップせせらぎ杯
中学生卓球大会」「飯能ＲＣカップ少年野球大会」
を開催。社会奉仕活動についての卓話および「ロー
タリー奉仕デー」を実施します。

◎森田美明環境保全委員長
　沢辺瀞壱、大野康、原島伊佐夫委
員と担当。緑と清流に映える素晴ら
しい飯能に暮らしている事に誇りを
もち、なお一層の環境保全に今年一
年努めていきたいと思います。よろ
しくお願いします。
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