
・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　半田職業奉仕委員
・卓　話　新井重治様
・乾　杯　矢島会長

【会長報告】
　あけましておめでとうございます。先日新聞
に「お正月はいつまで？」との記事があり、調査
によると「３日まで」が約７０％、歳を重ねると

「７日」「１５日」という方もいらっしゃるようで
す。１６５１年、第３代将軍・徳川家光が４月２０日に
亡くなり、鏡開きの通例と月命日が重なったた
め、鏡開きの日が早まって正月が短くなったと
いう言い伝えがあるそうです。この頃は大体

「５日」「６日」まででしょうか。本年は第１回目
の例会が暦の関係で「１８日」となりましたが、
皆様におかれましては良いお正月をお迎えの事
とお慶び申し上げます。会員がこうして一堂に
会してお祝いし合えるという事はとても嬉しい
事であり、素晴らしい一年になるよう祈念して
いるところでございます。
　新井市長様、ご多忙の中有難うございます。
卓話をどうぞよろしくお願い申し上げます。会
員皆様方のご健康ご多幸、商売繁盛をご祈念申
し上げ、新年のご挨拶に代えさせて頂きます。

【幹事報告】
　第８回理事会を本日開催。第７回議事録確
認。３月のプログラム承認。昨年末の第３回会長
幹事会で、第３グループ内のガバナー補佐選出
方法は１１クラブの設立順の輪番制を基本とし
是非やりたいという方は優先的に選出するとい
う事に決定。３／１７（金）日高ＲＣチャリティーゴ
ルフ（高麗川ＣＣ）。２／１第９回理事会。

◎例会変更のお知らせ
◇新所沢ＲＣ
・２／７（火）　例会取消　細則５－２
・２／２１（火） 例会取消　細則５－２
・３／１４（火） 例会取消　細則５－２
・３／２１（火） 例会取消　細則５－２
・３／２８（火） 振替休会　２５日 合同観桜会
・４／４（火）　振替休会　４／１～２ 文化フェア
・４／１１（火） 例会取消　細則５－２
・４／２５（火） 例会取消　細則５－２

【委員会報告】
◎会員増強委員会　　　　　　　　　　前島君
　２／１入会式を行います。

【出席報告】ＭＵ０・無届欠席０　細田（吉）出席向上委員

【結婚・誕生日祝】　　　 天ヶ瀬親睦活動委員
◇入会記念日おめでとう
　木川（一）君、間邉君、沢辺君、大野（正）君
　森田君、大津君、永安寺君
◇結婚記念日おめでとう
　髙橋君、吉田（健）君、秦君
◇会員誕生日おめでとう
　山川君、間邉君、吉島君、佐々木君
　島田君、中川君、坂本（淳）君
◇夫人誕生日おめでとう
　吉田（武）夫人、半田夫人、大﨑夫人、山口君〔父〕

【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ

・新井飯能市長さん本日は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、矢島（巌）君、中里（昌）君
　　　　　　大木君、小川君、沢辺君、本橋君
・入会記念日お祝い有難うございます。
　　　　　　　　木川（一）君、沢辺君、永安寺君
・誕生日お祝い有難うございます。
　　　　　吉島君、山川君、島田君、坂本（淳）君
・結婚記念日お祝い有難うございます。
　　　　　　　　　　　　　　吉田（健）君、秦君
・妻の誕生日お祝い有難うございます。半田君
・大学４年砲丸娘、生涯学習フェスティバル頑
　張ります。　　　　　　　　　　　大野（康）君
・早退します。　　　　　　塩川君、佐々木君
本日計４７，０００円、累計額５０５，０００円。
◎２５日例会当番は中里（昌）、中里（忠）会員です。

【卓　　話】
講師紹介　　　　　　　　　　　　　矢島会長
　Ｓ２８年、飯能生まれ。Ｓ４７年、飯能市役所
に入所。部長職を最後にＨ２５年、退職。同年３月、
副市長に就任。Ｈ２９年５月、飯能市議会議員。
令和３年８月、飯能市長に就任されました。

　２０２０年１月１５日、国内で最初の新型コロ
ナウイルス感染者が発見されてから３年が過ぎ
現在第８波の感染拡大を迎えています。国内の
感染者数は３１６０万人、死亡者数６万３８００人。
昨年９月に全数把握は見直されましたが、飯能
市内の陽性者数は１万６０００人で、５人に１人
が感染した事になります。現在はオミクロン株
ＢＡ．５系統が主流ですが、ＢＱ．１、ＸＢＢに
代わっていくと言われています。市では態勢を
整え、飯能地区医師会、薬剤師会様等の協力を
頂きながら希望者にワクチン接種を行い、現在
４回接種者は５３．９％、６５歳以上では８８．７％
と高い数字になっています。ホテル・ヘリテイジ
飯能ｓｔａ．様には接種会場をご提供頂いています。
「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時
交付金」は第１次から第７次の、市独自の緊急
経済対策を立案し、生活支援、事業者支援、学
校生活支援、感染予防、拡大防止、雇用創出等
に取り組んでおります。中でも事業者支援で
は、路線バス、タクシー事業者、宿泊事業者等
の観光事業者、収入が減少した小規模事業者、
食材納入事業者、農業、林業事業者に対し、事
業継続に必要な支援をしているところです。
　また、「がんばる商店街等応援補助金」事業、
消費生活活性化策として「飯能市プレミアム付
商品券」発行事業や「キャッシュレス型消費活性
化」事業等を、飯能商工会議所、商店街連盟様
のご協力を頂き、取り組んで参りました。
「地方創生臨時交付金」の拡充により、住民税
非課税世帯に加えて、市独自に均等割課税世帯
への支援も実施しました（１世帯５万円給付）。
　切れ目のない子育て支援としてＲ４年４月よ
り「１８歳（年度末）」までの医療費を無償化。駅
チカ、駅ナカ保育施設についても検討中です。
　西川材の利用促進は林地の境界が不明でなか
なか前に進めませんでしたが来年度からは境界
の確認作業を開始して３年位で成果を出した

い。「切り捨て間伐」から
「搬出間伐」に切り替え、
間伐材の有効活用にも取
り組み、技術面、予算面と
もに支援していきます。
「久下六道線（東銀座通
り）」の整備は、まちなか
活性化のためにも何とし
てもやり遂げたい。すで
に測量を終え、道路のセ
ンターを決めさせて頂き

ました。市で一方的に進めるのではなく、地元
の方と話し合い、納得の上で整備に入っていき
たい。市内の主要幹線道路で歩道が無いのはあ
そこだけですので、早いうちに進めたいと思い
ます。
「自然災害に強く環境にやさしいまちづくり」
熱海の大規模土砂災害のような事が二度と繰り
返されないように取り組んでいます。飯能市に
は過去に盛土した所が結構あり、それ以外にも
土砂災害危険区域が多くあります。市としては
盛土は基本的には認めないという姿勢です。下
直竹の盛土計画は断じて認められず、事前協議
にも応じない旨を伝えました。ただし、個人の
私有財産に関する事なので、林地開発の法律の
中での行為であれば申請を受けてどう処分する
のかというところで、県には強く申し入れを行
い、盛土については厳しく対応していきたいと
考えております。
「南海トラフ地震」は２０年以内に６０％の確率
で発生すると言われており、市では公共施設の
耐震化率９２．９％（Ｒ４年１２月末）を１００％に
近づける取り組みを進めています。個人住宅の
無料耐震診断、耐震改修補助も行い、安全なま
ちをつくっていきたい。上下水道管および施設
の老朽化への対応にも早期に取り組みたい。
　本年、市制施行７０周年を迎え、記念事業と
して式典および特別事業を多数予定しておりま
す。その時にはご協力の程よろしくお願い致し
ます。ホッケー場の人工芝の張替えも８０％終
わっており、鮮やかなブルーの芝の上で記念行
事を計画しますので是非ご覧頂きたいと思いま
す。「ホッケーのまち飯能」を広める事にも大き
く貢献する事と期待しているところです。
　１／２９「第２１回奥むさし駅伝競走大会」には
１５７チームが参加する事となりました。まち
なかに活気を取り戻す起爆剤となる事を期待し
ています。沿道でのご声援をよろしくお願いし
たいと思います。７０周年の良いスタートが切れ
ればいいなと思っております。
　皆様のご健勝ご多幸と飯能ＲＣのますますの
ご繁栄をご祈念申し上げます。
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考えております。
「南海トラフ地震」は２０年以内に６０％の確率
で発生すると言われており、市では公共施設の
耐震化率９２．９％（Ｒ４年１２月末）を１００％に
近づける取り組みを進めています。個人住宅の
無料耐震診断、耐震改修補助も行い、安全なま
ちをつくっていきたい。上下水道管および施設
の老朽化への対応にも早期に取り組みたい。
　本年、市制施行７０周年を迎え、記念事業と
して式典および特別事業を多数予定しておりま
す。その時にはご協力の程よろしくお願い致し
ます。ホッケー場の人工芝の張替えも８０％終
わっており、鮮やかなブルーの芝の上で記念行
事を計画しますので是非ご覧頂きたいと思いま
す。「ホッケーのまち飯能」を広める事にも大き
く貢献する事と期待しているところです。
　１／２９「第２１回奥むさし駅伝競走大会」には
１５７チームが参加する事となりました。まち
なかに活気を取り戻す起爆剤となる事を期待し
ています。沿道でのご声援をよろしくお願いし
たいと思います。７０周年の良いスタートが切れ
ればいいなと思っております。
　皆様のご健勝ご多幸と飯能ＲＣのますますの
ご繁栄をご祈念申し上げます。
 

新年例会 記念卓話

飯能市長 新井重治様

卓話

月   日 当　番
［担当委員会］例会数 行　事　予　定

（ 月間テーマ　世界理解月間 ）

中 山 君
中 川 君

［国際奉仕］
飯能市国際交流協会 会長

～飯能市国際交流協会の活動内容紹介～

他１名
中里明宏様

　「世界はひとつ
飯能からつながる友好の輪」

例会取消 （祝日週）

例会取消

ＩＭ 振替休会

（祝日週）

【雑誌紹介】【四つのテスト】【入会式】 【結婚・誕生日祝】


