
・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　大嶋職業奉仕委員

【会長報告】
　サッカーＷ杯。一昨日はクロアチアとのＰＫ戦
まで見てしまい睡眠不足です。同じような方もい
らっしゃるのではないでしょうか。
　本年度も半分が終わろうとしています。来年度
スムーズにスタート出来ますよう本日「年次総会」
よろしくお願い申し上げます。

【幹事報告】
　第７回理事会：前回議事録確認。２月プログラ
ム、次年度役員承認。メルボルン国際大会の紹介。
次年度奨学生は受入せず。新入会員候補承認。「結
婚・誕生日祝」方式が１月から変更されます。

【委員会報告】
◎親睦活動委員会　　　　　　　　　　五十嵐君
「結婚・誕生日祝」お祝い品は事前にお渡しし、
お名前が紹介されたら自席でお立ち頂くように、
１月から変更したいと思います。

【出席報告】無届欠席１　　 永安寺出席向上委員

【Ｍ　　Ｕ】
１１／１５（日高４０周年）矢島（高）君ほか４８名

【結婚・誕生日祝】　　　　　 中川親睦活動委員
◇入会記念日おめでとう
　矢島（巌）君、半田君、森君、都築君
◇結婚記念日おめでとう
　木川（一）君、柏木君、吉島君、中里（昌）君
　中里（忠）君

◇会員誕生日おめでとう
　福島君、原島君、矢島（巌）君、永安寺君
　小谷野（大）君、中里（昌）君、大野（正）君、吉野君
◇夫人誕生日おめでとう
　本橋夫人、増島夫人、矢島（巌）夫人、髙橋夫人
　加藤夫人、五十嵐夫人

【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・妻の誕生日祝い有難うございます。
　　　　　　矢島（巌）君、髙橋君、本橋君、加藤君
・結婚記念日お祝い有難うございます。
　　　　　　　　　木川（一）君、中里（昌）君、吉島君
・入会記念日お祝い有難うございます。
　　　　　　　矢島（巌）君、半田君、森君、都築君
・誕生日お祝い有難うございます。
　　　　 矢島（巌）君、中里（昌）君、福島君、原島君
　 永安寺君、中里（忠）君、大野（正）君、小谷野（大）君
・１２月３日、長女が結婚式を挙げました。内沼君
・今日から復帰しましたので今後もよろしくお願
　い致します。　　　　　　　　　　　　藤原君
本日計７３，０００円、累計額４４８，０００円。
◎１４日例会当番は小谷野（大）、増島会員です。

・閉会点鐘　矢島会長

《第５９期　飯能ＲＣ 年次総会》

◎矢島会長：直近パスト会長４名（島田・土屋・田辺・
髙橋）、中里（昌）クラブ戦略計画委員長、私と馬場会
長エレクト、森副会長の計８名で１１／２指名委員会
を開催。定款７－２により「年次総会」を開会しま
す。細則３－２により発表をお願いします。
◎髙橋指名委員長：次年度役員を発表します。

第６０期　飯能ＲＣ理事（敬称略）

　　　　　 会　長　　　 馬場正春
　　　　　 直前会長　　 矢島高明
　　　　　 会長エレクト 森　健二

　　　　　 副会長　　　 中里忠夫
　　　　　 幹　事　　　 神田敬文
　　　　　 会　計　　　 市川　昭
　　　　　 会場監督（ＳＡＡ）川口　浩

◎矢島会長：ご意見等無ければ賛成の方は挙手を
お願いします。全員賛成により承認されました。

◎馬場次年度会長：規定に基づき
ご承認頂きました。ＲＣ歴は来年
で２０年目、矢島会長と同期です。
未だ勉強不足ですが神田幹事、川
口ＳＡＡとスクラムを組んで一生
懸命頑張っていく所存です。６０
周年記念事業についても準備をす
る年かなと思っております。どう
ぞよろしくお願い申し上げます。

　　　　〈各委員長〉
　　　　　クラブ戦略計画委員長　吉島一良
　　　　　クラブ奉仕委員長　　　島田秀和
　　　　　職業奉仕委員長　　　　伊澤健司
　　　　　社会奉仕委員長　　　　加藤義明
　　　　　国際奉仕委員長　　　　大野正幸
　　　　　青少年奉仕委員長　　　都築敏夫
　　　　　親睦活動委員長　　　　天ヶ瀬和弘
　　　　　プログラム委員長　　　大﨑光二
　　　　　会員増強委員長　　　　吉澤文男
　　　　　会報・広報委員長　　　町田誠一
　　　　　ロータリー財団委員長　土屋　崇

以上ご異議無いようでしたら拍手でご
承認下さい（拍手）。有難うございます。

◎矢島次年度直前会長：私の出来る範
囲で馬場新会長を支えるよう努めたい
と思います。変わらぬご指導ご鞭撻よ
ろしくお願い致します。
◎森次年度会長エレクト：６０周年事業
は私の年度、第６１期ですが準備は次年
度。馬場会長と歩調を合わせ手を取り
合って頑張っていきたい。皆様のご協
力をよろしくお願い致します。
◎中里（忠）次年度副会長：微力ですが
皆様方のご指導を頂きながら頑張って
参りたいと思っております。どうぞよ
ろしくお願い致します。
◎神田次年度幹事：幹事はクラブ役員
であり会長と共に執行部の代表という
重責。クラブ運営の要でクラブの土台
を支え、全ての会員が充実したロータ
リーライフを送れるよう、会員満足度
の向上に尽力致します。馬場会長の方
針に従い、会長と一体になってクラブ
運営を推進していきます。一年間どう
ぞよろしくお願い致します。
◎市川次年度会計：髙橋年度に会計、
矢島年度に幹事、次年度にまた会計と
の、馬場会長の仰せです。一年間ご協
力よろしくお願い致します。
◎川口次年度ＳＡＡ：ＳＡＡの前にＫＹ

「空気読めない」が付くかもしれません
がスムーズな進行を心掛けたいと思い
ます。皆様の絶大なご協力をお願いし
ます。一年間よろしくお願いします。
◎大﨑光二次年度副幹事：森会長エレ
クトからの依頼で、ＲＣの返事は「はい」
か「イエス」との事で喜んでお引受けし
ました。市川、神田幹事の仕事を勉強
させて頂きたいと思います。
◎大野泰規次年度副ＳＡＡ：まだまだ
右も左も分からない中で一年間しっか
りと勉強したいと思います。よろしく
お願い致します。

◎吉島次年度クラブ戦略計画委員長：
長期的な視点でクラブの活性化のため
計画を作成し実施していく委員会。中
里（昌）委員長には及びもしませんが頑
張っていきたい。幸い、ここ数年で入会
された方を対象に研修がされています
ので、それを継続してＲＣに馴染んでい
く事が大事かと思っております。馬場
会長、クラブ奉仕、情報委員会と協力
して事業を実施していきます。
◎島田次年度クラブ奉仕委員長：クラ
ブ戦略計画との役割分担を吉島委員長
とよく相談させて頂きたい。理事の
方々が大変若くなり馬場会長は私が紹
介者でもあるので、曲がった方向に行
かないよう、欠席しないように頑張っ
ていきたいと思います。
◎伊澤次年度職業奉仕委員長：皆様方
からいろいろ教えて頂いて、勉強して
いきたいと思っています。会長方針に
沿った活動をして参ります。
◎加藤次年度社会奉仕委員長：他の奉
仕委員会と一緒に奉仕活動に邁進した
い。一年間よろしくお願い致します。
◎大野（正）次年度国際奉仕委員長：現
在の米山記念奨学委員長の経験を活か
し、駿河台大学留学生日本語スピーチ
コンテストへの参加、入賞者卓話等、
国際理解、国際親善に繋がる事業に取
り組んで参ります。
◎都築次年度青少年奉仕委員長：「飯能
ＲＣ」の冠の付いた青少年スポーツ大
会の継続および地域の青少年の活動を
支援していきたいと思います。よろし
くお願い致します。
◎天ヶ瀬次年度親睦活動委員長：一年
間頑張りますのでよろしくお願い致し
ます。
◎大﨑次年度プログラム委員長：２度
目ですが忘れている事もあるので大野

（泰）委員長によく教わりながら各委員
長にもご協力を頂き、早め早めのプロ
グラム作成をして参ります。
◎吉澤次年度会員増強委員長：会長幹
事と相談しながら、一人でも多く入会
させていけたらなと考えております。
一年間よろしくお願い致します。
◎町田次年度会報・広報委員長：皆様
のご協力を頂きながら一年間頑張って
いく所存でおります。どうぞよろしく
お願い致します。
◎土屋次年度ロータリー財団委員長：
円安で大変ですが、ベネファクターや
ポールハリスフェローの個人寄付を是
非よろしくお願い致します。地区補助
金の申請、財団理解のための卓話も考
えています。よろしくお願い致します。

◎馬場次年度会長：会員皆様のご協力を重ねてお
願い申し上げます。有難うございました。

家 族 月 間

当 番 加藤君、木川（泰）君

第 例会

矢 島 高 明 市　　　川　　　　　昭

例会場：ホテル・ヘリテイジ飯能sta.

天　候 晴

会　長 幹　事

例会日 水曜日（12:30～13:30）

事務局：飯能商工会議所内

会　員　数 当　　日

出席数対  象全　数 出席率

飯能ロータリークラブ 会報



・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　大嶋職業奉仕委員

【会長報告】
　サッカーＷ杯。一昨日はクロアチアとのＰＫ戦
まで見てしまい睡眠不足です。同じような方もい
らっしゃるのではないでしょうか。
　本年度も半分が終わろうとしています。来年度
スムーズにスタート出来ますよう本日「年次総会」
よろしくお願い申し上げます。

【幹事報告】
　第７回理事会：前回議事録確認。２月プログラ
ム、次年度役員承認。メルボルン国際大会の紹介。
次年度奨学生は受入せず。新入会員候補承認。「結
婚・誕生日祝」方式が１月から変更されます。

【委員会報告】
◎親睦活動委員会　　　　　　　　　　五十嵐君
「結婚・誕生日祝」お祝い品は事前にお渡しし、
お名前が紹介されたら自席でお立ち頂くように、
１月から変更したいと思います。

【出席報告】無届欠席１　　 永安寺出席向上委員

【Ｍ　　Ｕ】
１１／１５（日高４０周年）矢島（高）君ほか４８名

【結婚・誕生日祝】　　　　　 中川親睦活動委員
◇入会記念日おめでとう
　矢島（巌）君、半田君、森君、都築君
◇結婚記念日おめでとう
　木川（一）君、柏木君、吉島君、中里（昌）君
　中里（忠）君

◇会員誕生日おめでとう
　福島君、原島君、矢島（巌）君、永安寺君
　小谷野（大）君、中里（昌）君、大野（正）君、吉野君
◇夫人誕生日おめでとう
　本橋夫人、増島夫人、矢島（巌）夫人、髙橋夫人
　加藤夫人、五十嵐夫人

【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・妻の誕生日祝い有難うございます。
　　　　　　矢島（巌）君、髙橋君、本橋君、加藤君
・結婚記念日お祝い有難うございます。
　　　　　　　　　木川（一）君、中里（昌）君、吉島君
・入会記念日お祝い有難うございます。
　　　　　　　矢島（巌）君、半田君、森君、都築君
・誕生日お祝い有難うございます。
　　　　 矢島（巌）君、中里（昌）君、福島君、原島君
　 永安寺君、中里（忠）君、大野（正）君、小谷野（大）君
・１２月３日、長女が結婚式を挙げました。内沼君
・今日から復帰しましたので今後もよろしくお願
　い致します。　　　　　　　　　　　　藤原君
本日計７３，０００円、累計額４４８，０００円。
◎１４日例会当番は小谷野（大）、増島会員です。

・閉会点鐘　矢島会長

《第５９期　飯能ＲＣ 年次総会》

◎矢島会長：直近パスト会長４名（島田・土屋・田辺・
髙橋）、中里（昌）クラブ戦略計画委員長、私と馬場会
長エレクト、森副会長の計８名で１１／２指名委員会
を開催。定款７－２により「年次総会」を開会しま
す。細則３－２により発表をお願いします。
◎髙橋指名委員長：次年度役員を発表します。

第６０期　飯能ＲＣ理事（敬称略）

　　　　　 会　長　　　 馬場正春
　　　　　 直前会長　　 矢島高明
　　　　　 会長エレクト 森　健二

　　　　　 副会長　　　 中里忠夫
　　　　　 幹　事　　　 神田敬文
　　　　　 会　計　　　 市川　昭
　　　　　 会場監督（ＳＡＡ）川口　浩

◎矢島会長：ご意見等無ければ賛成の方は挙手を
お願いします。全員賛成により承認されました。

◎馬場次年度会長：規定に基づき
ご承認頂きました。ＲＣ歴は来年
で２０年目、矢島会長と同期です。
未だ勉強不足ですが神田幹事、川
口ＳＡＡとスクラムを組んで一生
懸命頑張っていく所存です。６０
周年記念事業についても準備をす
る年かなと思っております。どう
ぞよろしくお願い申し上げます。

　　　　〈各委員長〉
　　　　　クラブ戦略計画委員長　吉島一良
　　　　　クラブ奉仕委員長　　　島田秀和
　　　　　職業奉仕委員長　　　　伊澤健司
　　　　　社会奉仕委員長　　　　加藤義明
　　　　　国際奉仕委員長　　　　大野正幸
　　　　　青少年奉仕委員長　　　都築敏夫
　　　　　親睦活動委員長　　　　天ヶ瀬和弘
　　　　　プログラム委員長　　　大﨑光二
　　　　　会員増強委員長　　　　吉澤文男
　　　　　会報・広報委員長　　　町田誠一
　　　　　ロータリー財団委員長　土屋　崇

以上ご異議無いようでしたら拍手でご
承認下さい（拍手）。有難うございます。

◎矢島次年度直前会長：私の出来る範
囲で馬場新会長を支えるよう努めたい
と思います。変わらぬご指導ご鞭撻よ
ろしくお願い致します。
◎森次年度会長エレクト：６０周年事業
は私の年度、第６１期ですが準備は次年
度。馬場会長と歩調を合わせ手を取り
合って頑張っていきたい。皆様のご協
力をよろしくお願い致します。
◎中里（忠）次年度副会長：微力ですが
皆様方のご指導を頂きながら頑張って
参りたいと思っております。どうぞよ
ろしくお願い致します。
◎神田次年度幹事：幹事はクラブ役員
であり会長と共に執行部の代表という
重責。クラブ運営の要でクラブの土台
を支え、全ての会員が充実したロータ
リーライフを送れるよう、会員満足度
の向上に尽力致します。馬場会長の方
針に従い、会長と一体になってクラブ
運営を推進していきます。一年間どう
ぞよろしくお願い致します。
◎市川次年度会計：髙橋年度に会計、
矢島年度に幹事、次年度にまた会計と
の、馬場会長の仰せです。一年間ご協
力よろしくお願い致します。
◎川口次年度ＳＡＡ：ＳＡＡの前にＫＹ

「空気読めない」が付くかもしれません
がスムーズな進行を心掛けたいと思い
ます。皆様の絶大なご協力をお願いし
ます。一年間よろしくお願いします。
◎大﨑光二次年度副幹事：森会長エレ
クトからの依頼で、ＲＣの返事は「はい」
か「イエス」との事で喜んでお引受けし
ました。市川、神田幹事の仕事を勉強
させて頂きたいと思います。
◎大野泰規次年度副ＳＡＡ：まだまだ
右も左も分からない中で一年間しっか
りと勉強したいと思います。よろしく
お願い致します。

◎吉島次年度クラブ戦略計画委員長：
長期的な視点でクラブの活性化のため
計画を作成し実施していく委員会。中
里（昌）委員長には及びもしませんが頑
張っていきたい。幸い、ここ数年で入会
された方を対象に研修がされています
ので、それを継続してＲＣに馴染んでい
く事が大事かと思っております。馬場
会長、クラブ奉仕、情報委員会と協力
して事業を実施していきます。
◎島田次年度クラブ奉仕委員長：クラ
ブ戦略計画との役割分担を吉島委員長
とよく相談させて頂きたい。理事の
方々が大変若くなり馬場会長は私が紹
介者でもあるので、曲がった方向に行
かないよう、欠席しないように頑張っ
ていきたいと思います。
◎伊澤次年度職業奉仕委員長：皆様方
からいろいろ教えて頂いて、勉強して
いきたいと思っています。会長方針に
沿った活動をして参ります。
◎加藤次年度社会奉仕委員長：他の奉
仕委員会と一緒に奉仕活動に邁進した
い。一年間よろしくお願い致します。
◎大野（正）次年度国際奉仕委員長：現
在の米山記念奨学委員長の経験を活か
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ＲＣ」の冠の付いた青少年スポーツ大
会の継続および地域の青少年の活動を
支援していきたいと思います。よろし
くお願い致します。
◎天ヶ瀬次年度親睦活動委員長：一年
間頑張りますのでよろしくお願い致し
ます。
◎大﨑次年度プログラム委員長：２度
目ですが忘れている事もあるので大野

（泰）委員長によく教わりながら各委員
長にもご協力を頂き、早め早めのプロ
グラム作成をして参ります。
◎吉澤次年度会員増強委員長：会長幹
事と相談しながら、一人でも多く入会
させていけたらなと考えております。
一年間よろしくお願い致します。
◎町田次年度会報・広報委員長：皆様
のご協力を頂きながら一年間頑張って
いく所存でおります。どうぞよろしく
お願い致します。
◎土屋次年度ロータリー財団委員長：
円安で大変ですが、ベネファクターや
ポールハリスフェローの個人寄付を是
非よろしくお願い致します。地区補助
金の申請、財団理解のための卓話も考
えています。よろしくお願い致します。

◎馬場次年度会長：会員皆様のご協力を重ねてお
願い申し上げます。有難うございました。

月 日 当　番
［担当委員会］例会数 行　事　予　定

２０２３年１月のプログラム
（ 月間テーマ　職業奉仕月間 ）

森 田 君
町 田 君

［会長・幹事］

中里（昌）君
中里（忠）君

［会長・幹事］

飯能市長 新井重治様

埼玉県議会議員 内沼博史様
卓 話

新年例会
【四つのテスト】

【ロータリーの友】

【結婚・誕生日祝】

例会取消（祝日週）

例会取消（祝日週）


