
・点　鐘　矢島高明会長
・ソング　我等の生業

【会長報告】
　理事会承認された会員候補の方についてご異議
のある方は理由を書面にてご提出下さい（１２／２０
まで）。１２／１から「歳末たすけあい」運動が全国で
開催中。１２／９（金）幹事、福島社奉委員長、私で飯能
市長を訪問、飯能ＲＣからの募金１０万円を寄付
させて頂きました。
　本日、クラブ協議会、よろしくお願い致します。
　

【幹事報告】
　新会員紹介の文書、１月のプログラム、第６回
議事録をご確認下さい。第８回理事会１／１８。

【委員会報告】なし

【出席報告】ＭＵ０・無届欠席３　細田（吉）出席向上委員

【ロータリーの友】　　　　　　　 神田雑誌委員
　１２月は「疾病予防と治療月間」、ＲＩ会長もそれ
について述べています。特集「健康めし・元気めし・
ゲン担ぎめし」。横組Ｐ３６、メルボルン国際大会
の案内が掲載される時期になりました。縦組Ｐ４

「コロナ禍とワンヘルス」日本医師会名誉会長。
Ｐ９「シリーズ　この人　訪ねて」はお隣の地区
の弁護士さんの記事。「歌壇」には岡部会員（坂戸
さつきＲＣ）の投稿が掲載されています。

【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・半年過ぎました。後期もよろしくお願い致します。

　　　　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５，０００円、累計額４５３，０００円。
◎２１日例会当番は前島、本橋会員です。

・閉会点鐘　矢島会長

＝第５９期　第２回クラブ協議会＝

　　　　　　　　　　　　　　　司会：矢島会長

◎矢島高明会長：コロナ禍
がやや落ち着いた頃に会長
職を仰せつかり、収束を見
込んで計画書を作りました
が、また息を吹き返してし
まいました。「文化新聞」
新年号に“飯能ＲＣ会長”
として挨拶文を作成する中
で気づきがたくさんありま
した。会長をやってみると
クラブのこまごまとしたと

ころまで反省したり、考えさせられたり、見直し
をしたりと、大変勉強になっております。会長職
に恥じぬよう、ご理解ご協力を賜りながら、残り
半年頑張って参りたい。変わらぬご指導ご鞭撻の
程よろしくお願い申し上げます。
◎森 健二副会長：会長を支える立場で精一杯努
力してきたつもりですが実際は非常に楽をさせて
頂きました。矢島会長には細かいところまで気を
遣って頂き、幹事、ＳＡＡとの連携も密で、事務局へ
も必ず３人で行かれています。例会進行表もＳＡＡ
から毎回届きます。３年間のコロナ禍で難しい舵
取りの中、「健康第一」で断念している事業も多く
ありますが会長の思いが発揮出来るようになって
欲しいと思っています。
◎馬場正春会長エレクト：年次総会でご承認頂き

「始まったんだな」と思いました。「１年半」の構えで

頑張ります。もはや余裕を感じる矢島会長の運営
をしっかり見て勉強したいと思っております。

◎市川 昭幹事：会長の女房
役として運営を推進しクラ
ブの要としてさまざまな実
務を担当する事がどこまで
出来たか。ただ、昨年１２月
から会長、ＳＡＡと３人で何度
も打ち合わせをしてきたと
いう自信はあります。「ロー
タリーの魅力を」体現して
頂けるように頑張ります。
◎大﨑光二ＳＡＡ：初めて
の経験で、ご不便ご迷惑を
おかけした事と思いますが
ご容赦下さい。欠席者の席
を空けずに４人掛けを作る
という試みへのご協力感謝
申し上げます。残りも精一
杯頑張ります。
◎吉島一良会計：当初例年
通り２４０万円で組んでいた
繰越金でしたが、昨年度、例
会等が少なく５７０万円程あ

りました。本年度、ほぼ例年通りで、１１月末時点で
一般会計が５６０万円程残っています（昨年は残高
５００万円弱）。予算の適正執行をお願い致します。
◎中里昌平クラブ戦略計画委員長：情報委員長に
計画して頂き、クラブ奉仕と共催で新入会員を交
えた炉辺会談を開催。それぞれの立場からお話を
頂きました。藤川ＰＧの講演冊子を配付。別の角度
からもＲＣへの理解を深めて頂けたのではないか。
何より懇親会で親睦を深められた事は成果だった
と考えます。２／２２炉辺会談には３年未満の方、全
員にご出席頂けるようお願いしたいと思います。
◎新井景三クラブ奉仕委員長：情報委員会主催の
下、戦略計画、クラブ奉仕と炉辺会談を共催。パス
ト会長の吉田（健）、矢島（巌）委員から過去の厳しい時
代のＲＣの話をして頂きました。これからもよろ
しくお願い致します。
◎中里忠夫出席向上委員長：出席率を昨年より向
上させる事、楽しい例会である事、魅力ある例会で
ある事を目指しましたが平均出席率は８３．１４％。
昨年度平均は８６．７％でした。９０％を目標に、年度
計画に掲げた事を強く推進して参りたい。
◎大野泰規プログラム委員長：卓話は各委員会に
１回以上ご担当頂いて、３・４・５月までほぼ決まり
おおよその方向性が見えています。引き続きご協
力の程よろしくお願い致します。
◎土屋崇ロータリー情報委員長：田辺、髙橋パス
ト会長と担当。３委員会で第１回炉辺会談を開催。
２０名の参加を得ました。私から「四つのテストの
由来」、田辺委員から「職業奉仕について」、新井
クラブ奉仕委員長からは「飯能ＲＣの歴史」、中里

（昌）クラブ戦略計画委員長からは藤川享胤先生の
ＩＭ講演をテキストに講話がありました。２／２２
第２回炉辺会談（予定）。３／８担当例会です。
◎五十嵐正則親睦活動委員長：６月から毎月委員
会を開いて、９月の納涼会、１０月の移動例会、
１１月の親睦ゴルフ等を実施。来週はＸマス例会
です。メンバーでいろいろ考えながら親睦を取れ
るようにしていきます。よろしくお願いします。
◎大嶋研一職業奉仕委員（加藤義明委員長代行）：
基本に戻り、職業奉仕の実践におけるロータリア
ンの行動指針「四つのテスト」を毎月第１例会で
唱和し意識を高めて参りました。１０／２６飯能ＪＣ
加涌理事長の卓話を実施しました。下半期もよろ
しくお願い致します。
◎福島 毅社会奉仕委員長：安藤、吉野委員と担当。
１０／５同仁学院・関根園長より「社会的養護」につ

いて卓話を頂きました。虐待からの保護、施設運営
の厳しさ等を伺い、子ども達の生活の様子をビデ
オで拝見して社会奉仕の必要性を学び、個人的に
後援会の法人会員になりました。１２／９飯能市長
室に於いて会長幹事と「（社福）埼玉県共同募金飯能
支会」に「歳末たすけあい募金」を実施。その他、
寄付・協賛金も例年通り取り組んで参ります。
◎森田美明環境保全委員長：「フードロス」を減ら
す取り組み、皆さんは如何でしたか。是非ともご
協力をお願いしたいと思います。市へのゴミ袋寄
贈は下半期に実施します。
◎伊澤健司国際奉仕委員長：継続事業である駿河
台大学の留学生「日本語スピーチコンテスト」は学
内のみでの開催となり参加協力出来ませんでした。
８／６飯能市国際交流協会「外国人による日本語
スピーチ発表会」に於いて参加賞の授与を行い、喜
ばれました。２／１卓話の講師は飯能市国際交流
協会の中里明宏会長、中里（昌）会員のご子息です。
５／２８メルボルン国際大会「日本人親善朝食会

“ＲＩの世界のリーダーと接するひととき”」に参加
ご希望の方は私までお申し出下さい。
◎本橋勝青少年奉仕委員長：杉田、藤原、本間
委員と担当。会長に地区補助金申請をして頂き、
島田財団委員長の下、１千ドルの入金がありまし
た（９／２）。２／５飯能ＲＣ杯「第３３回せせ
らぎ杯中学生卓球大会」を主催（共催）。４月中
旬～６月末、飯能ＲＣ杯「少年野球大会」を協賛
します。
◎前島宏之会員増強委員長：７月に吉野会員が入
会、現在１名が入会予定。ご承認の程よろしくお
願い申し上げます。目標は「純増３名」。ご協力
お願いします。退会防止の意味でも委員会毎に炉
辺会談を是非行って親睦を深めて頂ければと思い
ます。
◎吉田武明会員選考委員長：大附パスト会長と担
当。増強、分類委員会と連携、万全を期して審査
を行っています。吉野会員の職業分類は「障害者
援護施設」。入会予定者は「建設業」です。
◎山川荘太朗職業分類委員長：小川パスト会長と
担当。前島増強委員長が非常に頑張って頂き、あ
と半年間でだいぶ増えるのかなと思うところで
す。吉田（武）選考委員長は連携が密でよく活動
されています。会員皆様も、良い方がおられたら
ご連絡をお願いします。
◎都築敏夫会報・広報委員長：吉澤、坂本（厚）
委員と担当。会報には時々、吉田（行）会員制作
の「ゆるキャラ　笑顔の紳士君」を掲載。ＦＢも
随時いろいろな方に投稿して頂いております。あ
と半年、皆様のご協力よろしくお願い致します。
◎川口浩雑誌委員長：神田、鈴木（康）委員と担当。
例年通り、月末例会にて「ロータリーの友」の主な
記事をご紹介。投稿の問い合わせを頂きましたの
で年度後半に作品が掲載されると思います。配付
箇所は８月号より「駿河台大学メディアセンター」
が加わり計１９か所となりました。今は「図書館」
と呼ばなくなっているそうです。大学と疎遠にな
らないよう交渉して置いて頂く事になりました。
◎島田秀和ロータリー財団委員長：小谷野（正）委員
と担当。３月、地区補助金のための研修会に参加。
１１月、１４４，８９０円が入金され青少年奉仕の活動
に引継ぐ事が出来ました。１１月「ロータリー財団
月間」に田辺パスト会長より卓話。矢島会長、細田

（伴）パスト会長より寄付を頂戴しました。お気持
ちのある方はご協力よろしくお願いします。
◎大野正幸米山記念奨学委員長：１１／３０奨学生
ベトナム出身のマイさんの卓話。大変な親日家で

「イマジンロータリー」の期待に応える内容でした。
新井、吉島会員より特別寄付を頂戴。ガバナーから

「予算不足」のお話もありましたが、今後共皆様の
一層のご協力をお願いしたいと思います。

家 族 月 間

当 番 小谷野（大）君、増島君
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会を開いて、９月の納涼会、１０月の移動例会、
１１月の親睦ゴルフ等を実施。来週はＸマス例会
です。メンバーでいろいろ考えながら親睦を取れ
るようにしていきます。よろしくお願いします。
◎大嶋研一職業奉仕委員（加藤義明委員長代行）：
基本に戻り、職業奉仕の実践におけるロータリア
ンの行動指針「四つのテスト」を毎月第１例会で
唱和し意識を高めて参りました。１０／２６飯能ＪＣ
加涌理事長の卓話を実施しました。下半期もよろ
しくお願い致します。
◎福島毅社会奉仕委員長：安藤、吉野委員と担当。
１０／５同仁学院・関根園長より「社会的養護」につ

いて卓話を頂きました。虐待からの保護、施設運営
の厳しさ等を伺い、子ども達の生活の様子をビデ
オで拝見して社会奉仕の必要性を学び、個人的に
後援会の法人会員になりました。１２／９飯能市長
室に於いて会長幹事と「（社福）埼玉県共同募金飯能
支会」に「歳末たすけあい募金」を実施。その他、
寄付・協賛金も例年通り取り組んで参ります。
◎森田美明環境保全委員長：「フードロス」を減ら
す取り組み、皆さんは如何でしたか。是非ともご
協力をお願いしたいと思います。市へのゴミ袋寄
贈は下半期に実施します。
◎伊澤健司国際奉仕委員長：継続事業である駿河
台大学の留学生「日本語スピーチコンテスト」は学
内のみでの開催となり参加協力出来ませんでした。
８／６飯能市国際交流協会「外国人による日本語
スピーチ発表会」に於いて参加賞の授与を行い、喜
ばれました。２／１卓話の講師は飯能市国際交流
協会の中里明宏会長、中里（昌）会員のご子息です。
５／２８メルボルン国際大会「日本人親善朝食会

“ＲＩの世界のリーダーと接するひととき”」に参加
ご希望の方は私までお申し出下さい。
◎本橋勝青少年奉仕委員長：杉田、藤原、本間
委員と担当。会長に地区補助金申請をして頂き、
島田財団委員長の下、１千ドルの入金がありまし
た（９／２）。２／５飯能ＲＣ杯「第３３回せせ
らぎ杯中学生卓球大会」を主催（共催）。４月中
旬～６月末、飯能ＲＣ杯「少年野球大会」を協賛
します。
◎前島宏之会員増強委員長：７月に吉野会員が入
会、現在１名が入会予定。ご承認の程よろしくお
願い申し上げます。目標は「純増３名」。ご協力
お願いします。退会防止の意味でも委員会毎に炉
辺会談を是非行って親睦を深めて頂ければと思い
ます。
◎吉田武明会員選考委員長：大附パスト会長と担
当。増強、分類委員会と連携、万全を期して審査
を行っています。吉野会員の職業分類は「障害者
援護施設」。入会予定者は「建設業」です。
◎山川荘太朗職業分類委員長：小川パスト会長と
担当。前島増強委員長が非常に頑張って頂き、あ
と半年間でだいぶ増えるのかなと思うところで
す。吉田（武）選考委員長は連携が密でよく活動
されています。会員皆様も、良い方がおられたら
ご連絡をお願いします。
◎都築敏夫会報・広報委員長：吉澤、坂本（厚）
委員と担当。会報には時々、吉田（行）会員制作
の「ゆるキャラ　笑顔の紳士君」を掲載。ＦＢも
随時いろいろな方に投稿して頂いております。あ
と半年、皆様のご協力よろしくお願い致します。
◎川口浩雑誌委員長：神田、鈴木（康）委員と担当。
例年通り、月末例会にて「ロータリーの友」の主な
記事をご紹介。投稿の問い合わせを頂きましたの
で年度後半に作品が掲載されると思います。配付
箇所は８月号より「駿河台大学メディアセンター」
が加わり計１９か所となりました。今は「図書館」
と呼ばなくなっているそうです。大学と疎遠にな
らないよう交渉して置いて頂く事になりました。
◎島田秀和ロータリー財団委員長：小谷野（正）委員
と担当。３月、地区補助金のための研修会に参加。
１１月、１４４，８９０円が入金され青少年奉仕の活動
に引継ぐ事が出来ました。１１月「ロータリー財団
月間」に田辺パスト会長より卓話。矢島会長、細田

（伴）パスト会長より寄付を頂戴しました。お気持
ちのある方はご協力よろしくお願いします。
◎大野正幸米山記念奨学委員長：１１／３０奨学生
ベトナム出身のマイさんの卓話。大変な親日家で

「イマジンロータリー」の期待に応える内容でした。
新井、吉島会員より特別寄付を頂戴。ガバナーから

「予算不足」のお話もありましたが、今後共皆様の
一層のご協力をお願いしたいと思います。


