
・点　鐘　矢島高明会長
・ソング　手に手つないで

【会長報告】
　暑い日が続きます。体調管理に
気をつけ、お身体ご自愛頂きたい
と思います。コロナも埼玉で昨日
７，０１０人が感染、７０代男性１人が
亡くなられました。飯能市は２５日
９５人が感染、累計５，６９２人。村田
ガバナーより「新型コロナウイルス新規感染者再
拡大についての注意」の発表がありました。
　間邉パスト会長は点滴も外れ、本日、国際医療セ
ンターから霞ヶ関南病院に転院されるとの事です。
　昨日、地元・聖望学園高校硬式野球部が全国高等
学校野球選手権大会埼玉大会で見事１３年振り４
度目の栄光に輝きました。決勝の相手は昨年優勝
した浦和学院。ここ何年かは浦和学院を倒した高
校はありませんでした。春夏合わせて５度目の甲
子園出場。埼玉県代表として全国の頂点を目指し
て欲しいです。優勝の際、メールやＬＩＮＥでメッ
セージを頂いた皆様有難うございました。８／２
甲子園に出発との事。各方面から皆様方にいろい
ろな要望やお願いがあるかと存じますがその節に
はよろしくお願い申し上げます。

【幹事報告】
　飯能は元々対策を徹底しておりますが、村田ガ
バナーより引き続き例会・委員会等でのマスク着
用、消毒検温、３７．５°を超えた方は出席を控える、
多人数の懇親会は当面禁止との指示がありまし
た。本日も黙食へのご協力有難うございました。

【委員会報告】
◎米山記念奨学委員会　　　　　　　 大野（正）君
　新井景三会員より特別寄付３回目を頂戴しまし
た。有難うございます（拍手）。

◎親睦活動委員会　　　 坂本（淳）君
　９／７夜間例会「納涼会」参加締切は
８／２４。コロナ対策をして実施します。

【出席報告】ＭＵなし・無届欠席１
　　　　　　 　永安寺出席向上委員

【ロータリーの友】　　　　　　 川口雑誌委員長
「７月号」横組。ＲＩ会長のお名前から『慕情』や
『タワーリング・インフェルノ』に出ていた女優さん
を思い浮かべるのは僕よりもう少し年上の方かな
と思いますが、同名のジェニファー・ジョーンズ
会長メッセージ。漠然としたテーマ「イマジン ロー
タリー」も何となく思うところが伝わってくると思
います。Ｐ２４、村田ガバナーの紹介。Ｐ４３、「ロー
タリー文庫」等、電子化が急速に進んでいきそう
です。縦組Ｐ１３、口腔機能の衰えが全身のフレイ
ルの早期発見になるとの、職業柄注目の記事。読
んで頂いて体や口の事に気を遣って頂ければと思
います。日高ＲＣ会員の俳句も載っています。

【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・現在長男が聖望野球部３年で昨日１３年振りに
　埼玉県大会で優勝させて頂きました。　吉野君
・聖望学園高校甲子園出場おめでとうございます。
　　　　　　　　　　　　　　　田辺君、沢辺君
・早退します。　　　　大附君、和泉君、田辺君
・心配お掛けしました。元気になりました。大附君
・遅刻しました。小川君
本日計１２，０００円、累計額７３，０００円。
◎３日例会当番は吉澤、山口会員です。

・閉会点鐘　矢島会長

＝第５９期 第１回クラブ協議会（３日目）＝

司会　矢島会長

◎伊澤健司国際奉仕委員長
　和泉由起夫、町田誠一、佐々木翔
委員と担当。奉仕の第４部門・国際
奉仕は「書物などを読むことや通信
を通じて、さらには、他国の人々を助
けることを目的としたクラブのあら
ゆる活動やプロジェクトに協力する

ことを通じて、…国際理解、親善、平和を推進する
ために、会員が行う活動から成るもの」。ポリオプ
ラス、青少年交換学生の派遣国での異文化対応支
援等さまざまな活動があります。
　具体的活動としては、１）継続事業：駿河台大学
留学生支援「日本語スピーチコンテスト」への協力。
今年度の開催有無は９、１０月頃決定。２）コンテ
スト参加留学生の卓話。３）国際大会への参加推
進。４）財団、米山委員会と連携。会長方針に則
り、委員と相談しながら進めて参ります。

◎本橋 勝青少年奉仕委員長
　杉田一昭、藤原秋夫、本間由也委
員と担当。当委員会の責務は、飯能
ＲＣを代表して地域の未来を担う青
少年の育成・支援に貢献するべく、
関係諸団体、関連委員会と連携して
施策を行うこと。１）「飯能ＲＣ」冠事

業、青少年スポーツ大会の継続。２）地域青少年
の教育・文化関連新規事業の検討。３）担当卓話。
よろしくお願い致します。

◎前島宏之会員増強委員長
　内沼博史、鈴木勝彦委員と担当。
当地区の一番の目標は「会員基盤の
強化と退会防止」。委員会毎の炉辺
会談を定期的に行うよう各委員長に
要請、ＲＣの素晴らしさ、楽しさを
分かって頂けるようにしていきたい

と思います。矢島会長テーマ「今こそロータリーの
魅力を」に則り、会員の調和を支援して参ります。
クラブが新会員にとって有意義で魅力的である事
を継続する努力と、既存会員の積極的参加を促
し、会員の維持をしていきたい。「純増３名以上」
を目標に行動して参ります。一年間どうぞよろし
くお願い致します。

◎吉田武明会員選考委員長
　大附富義委員と担当。「今こそロー
タリーの魅力を」をテーマに掲げる
矢島会長は、増強と親睦をより深め
たいとの事です。会員増強委員会か
ら推薦された入会候補者を職業分類
委員会と連携して慎重に審査し、結

果を理事会に報告します。ご協力をよろしくお願
い致します。

◎山川荘太朗職業分類委員長
　小川晃男委員と担当。一業種一人
の原則で高い職業倫理訓とプライド
をもつＲＣは、会員になるのが難し
い時代もありました。しかし、近年
は進化を重ね、将来は誰でも入れる
ＲＣになるのかもしれません。会長

方針に従い、会員増強、会員選考委員会と協力して
多くの方に入会してもらえるよう会員各位にご協
力をお願い致します。未充填職業を埋めるのに苦
労して参りましたが、会員も多くなり、職業分類
も必要ないのかなと思われるようですが、視点を
変えて見て頂くと、同業者との情報交換や協力、
異業種とのマッチングや提携も考えられます。

「職業分類表」で会員相互の融和を図り、業績の
発展と繁栄の基となるよう参考にして頂ければ有
難いと思います。
◎都築敏夫会報・広報委員長
　吉澤文男、坂本厚委員のお二人は当委員会を既

に経験されているとの事で頼もしい
限りです。会報は今までの伝統を踏
襲し、ＲＣの楽しさが伝わり、多く
の人に興味をもって読んで頂けるも
のを発行したい。また、「飯能日高
テレビ」「文化新聞」には今後とも
ご協力をお願いしたいと考えており

ます。一年間ご協力よろしくお願い致します。
◎川口 浩雑誌委員長
　神田敬文、鈴木康弘委員と担当。
活動は例年通り、月１回の「ロータ
リーの友」ご紹介と各所への雑誌配
布です。かなり読み易くなった電子
版のご紹介もしたいと考えておりま
す。投稿もネットで出来るようにな

りました。各クラブの事業を参考にしたり、私達
のクラブの活動を発信したりと、少しそういう活
動もしてみようと思っています。一年間よろしく
お願い致します。

◎島田秀和ロータリー財団委員長
　小谷野正弘委員と担当。１１月の
財団月間には、米山も含め分かりづ
らいところがあると思いますので、
分かりやすく、また、寄付金がどう
使われているかを教えて頂く講師例
会をさせて頂きます。昨今、円安で

１００ドルの金額が増えてしまいました。ただただ
頭を下げて、目標の２名様を達成したいと考えて
おりますのでよろしくお願い致します。
　矢島会長には何度も甲子園に一緒に連れて行っ
て頂きました。奇しくも矢島さんがＲＣ会長の年
に甲子園出場が決まったという事で、財団寄付の
スタートは是非会長に切って頂けたらなと思って
おります。あくまでも強制ではございません。自
発的に考えをまとめて頂き、出来れば（甲子園
の）くじ引きの前の方があとで後悔しないと思い
ます。よろしくお願いします。

◎大野正幸米山記念奨学委員長
　間邉元幸委員の早い快復を祈念し
ております。本年度も当クラブでの
奨学生受入れはございませんが、１１
月に奨学生による卓話を予定してい
ます。全員アジアからの留学生で、現
在の国際情勢からさまざまな意見が

ある事も承知しておりますが、現在依頼中です。地
区からは平均寄付額１人１５，０００円との依頼があり
ました。前年度全国平均は１５，０００円超。当クラブ
の予算は半分にも満たない額となっており、皆様
のさらなるご協力をお願い致します。ＲＩ会長テー
マは「イマジン　ロータリー」。将来に向かって想
像出来る繋がりが築けますよう努めて参ります。
どうぞよろしくお願い致します。

◎坂本淳二親睦活動委員
（五十嵐正則委員長代理）
　委員は中山久喜、天ヶ瀬和弘、中
川律子、鳥居崇、山口孝、塩川恭
浩、小谷野大典委員と私です。新し
い人がこれだけ入った中で、どうい
う活動をしていくのか、親睦をどう

やって深めていくのか。これが委員会活動の一番
の目的です。コロナ禍で大変やりにくいところは
あるわけですが、一人ひとりの責任をもった行動
や会場運営、そして換気や三密の克服によって、
コロナと向き合って、親睦を深めていかなければ
なりません。そのための、皆さんが集うクラブで
あり、親睦活動委員会の意味があるのだろうと思
います。９／７夜間例会を皮切りに、Ｘマス家族
会、ゴルフ親睦会、親睦旅行等、有意義に実施し
ていきます。新しいやり方の導入も考えておりま
す。ゴルフにボウリング等を組み込み、皆さんが
気軽に参加出来る親睦活動を実施していきます。
一年間どうぞよろしくお願い致します。
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も必要ないのかなと思われるようですが、視点を
変えて見て頂くと、同業者との情報交換や協力、
異業種とのマッチングや提携も考えられます。

「職業分類表」で会員相互の融和を図り、業績の
発展と繁栄の基となるよう参考にして頂ければ有
難いと思います。
◎都築敏夫会報・広報委員長
　吉澤文男、坂本厚委員のお二人は当委員会を既

に経験されているとの事で頼もしい
限りです。会報は今までの伝統を踏
襲し、ＲＣの楽しさが伝わり、多く
の人に興味をもって読んで頂けるも
のを発行したい。また、「飯能日高
テレビ」「文化新聞」には今後とも
ご協力をお願いしたいと考えており

ます。一年間ご協力よろしくお願い致します。
◎川口 浩雑誌委員長
　神田敬文、鈴木康弘委員と担当。
活動は例年通り、月１回の「ロータ
リーの友」ご紹介と各所への雑誌配
布です。かなり読み易くなった電子
版のご紹介もしたいと考えておりま
す。投稿もネットで出来るようにな

りました。各クラブの事業を参考にしたり、私達
のクラブの活動を発信したりと、少しそういう活
動もしてみようと思っています。一年間よろしく
お願い致します。

◎島田秀和ロータリー財団委員長
　小谷野正弘委員と担当。１１月の
財団月間には、米山も含め分かりづ
らいところがあると思いますので、
分かりやすく、また、寄付金がどう
使われているかを教えて頂く講師例
会をさせて頂きます。昨今、円安で

１００ドルの金額が増えてしまいました。ただただ
頭を下げて、目標の２名様を達成したいと考えて
おりますのでよろしくお願い致します。
　矢島会長には何度も甲子園に一緒に連れて行っ
て頂きました。奇しくも矢島さんがＲＣ会長の年
に甲子園出場が決まったという事で、財団寄付の
スタートは是非会長に切って頂けたらなと思って
おります。あくまでも強制ではございません。自
発的に考えをまとめて頂き、出来れば（甲子園
の）くじ引きの前の方があとで後悔しないと思い
ます。よろしくお願いします。

◎大野正幸米山記念奨学委員長
　間邉元幸委員の早い快復を祈念し
ております。本年度も当クラブでの
奨学生受入れはございませんが、１１
月に奨学生による卓話を予定してい
ます。全員アジアからの留学生で、現
在の国際情勢からさまざまな意見が

ある事も承知しておりますが、現在依頼中です。地
区からは平均寄付額１人１５，０００円との依頼があり
ました。前年度全国平均は１５，０００円超。当クラブ
の予算は半分にも満たない額となっており、皆様
のさらなるご協力をお願い致します。ＲＩ会長テー
マは「イマジン　ロータリー」。将来に向かって想
像出来る繋がりが築けますよう努めて参ります。
どうぞよろしくお願い致します。

◎坂本淳二親睦活動委員
（五十嵐正則委員長代理）
　委員は中山久喜、天ヶ瀬和弘、中
川律子、鳥居崇、山口孝、塩川恭
浩、小谷野大典委員と私です。新し
い人がこれだけ入った中で、どうい
う活動をしていくのか、親睦をどう

やって深めていくのか。これが委員会活動の一番
の目的です。コロナ禍で大変やりにくいところは
あるわけですが、一人ひとりの責任をもった行動
や会場運営、そして換気や三密の克服によって、
コロナと向き合って、親睦を深めていかなければ
なりません。そのための、皆さんが集うクラブで
あり、親睦活動委員会の意味があるのだろうと思
います。９／７夜間例会を皮切りに、Ｘマス家族
会、ゴルフ親睦会、親睦旅行等、有意義に実施し
ていきます。新しいやり方の導入も考えておりま
す。ゴルフにボウリング等を組み込み、皆さんが
気軽に参加出来る親睦活動を実施していきます。
一年間どうぞよろしくお願い致します。


