
・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　加藤職業奉仕委員長
・卓　話　谷脇道生様

【会長報告】
　本日からアクリル板を撤去しましたが、県内
でまだ１０００人近くの感染者が報告されていま
す。皆様十分に予防して頂きたいと思います。
　本日２名の会員候補が理事会承認されまし
た。１週間の間にご意見等無ければ、４月から
会員としてお迎えしたいと思います。
　

【幹事報告】
　第１０回理事会：前回議事録確認。５月のプロ
グラム、会員候補２名、トルコ・シリア大地震義
援金１０万円拠出、承認。次年度ＲＣ手帳申込み
は本日中。「手続要覧」内容をご確認ください。
◎例会変更のお知らせ
◇入間南ＲＣ
・３／２１（火） ２２（水）　点鐘１２時半 狭山ヶ丘学園
　　　　　　インターアクトクラブとの合同奉
　　　　　　仕活動「不動院」
・３／２８（火） 花見家族例会 点鐘１８時半「大松閣」
　

【委員会報告】
◎次年度地区職業奉仕委員会　　　　　前島君
　２／２５地区研修セミナー（東松山「紫雲閣」）に
小川、都築会員と参加。「甦れ２５７０地区プロジェ
クト」金井リーダー（本庄ＲＣ）から次年度の画
期的行事の例として、「ポリオ撲滅のためのイベ
ント」を大々的に行う、相撲ツアーで両国国技館
を貸切にする等の話が出ました。地区に行くと
楽しい行事がたくさんあります。ＲＣを楽しみ

たい方は是非参加して頂きたいと思います。
◎親睦活動委員会　　　　　　　　　五十嵐君
　４／５飯能日高合同例会、４／２１親睦ゴルフコ
ンペのチラシを配付。ご参加お待ちしています。
　

【出席報告】無届欠席３　中里（忠）出席向上委員長
　
　

【Ｍ　　Ｕ】
２／８ （鶴ヶ島）中川君
２／１６（入間）中川君
２／２５（地区）小川君、前島君、都築君
◎無届欠席が増えています。届出は前日の午前
中までに事務局に連絡をお願いします。
　

【結婚・誕生日祝】五十嵐親睦活動委員長
◇入会記念日おめでとう
　中里（昌）君、柏木君、市川君
◇結婚記念日おめでとう
 川口君、矢島（高）君、本間君、鳥居君
 大津君（両親）、杉田君、吉田（行）君
◇会員誕生日おめでとう
　大野（康）君、小川君、鳥居君、杉田君
　柏木君、内沼君、前島君
◇夫人誕生日おめでとう
　原島夫人、神田（敬）夫人、吉島夫人、伊澤夫人
　吉澤夫人、鈴木（康）夫人、大津様（母）
　

【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・誕生日お祝い有難うございます。
　　　　五十嵐君、鳥居君、大野（康）君、小川君

・両親の結婚記念日お祝い有難うございます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　大野（正）君
・入会記念日お祝い有難うございます。中里（昌）君
・結婚記念日お祝い有難うございます。
　　　　　　　 吉田（行）君、矢島（高）君、鳥居君
・妻の誕生日お祝い有難うございます。吉島君
　伊澤君、吉澤君、鈴木（康）君、原島君、神田君
・飯能商工会議所青年部谷脇会長、卓話よろし
　くお願い致します。吉島君、田辺君、神田君
　　 加藤君、福島君、小谷野（大）君、矢島（巌）君
　　　　　　　　　　　　　　　　　　髙橋君
・生涯学習フェスティバル無事終わりました。
　砲丸娘に応援有難うございます。 大野（康）君
本日計５７，０００円、累計額６８１，０００円。
◎８日例会当番は大野（康）、大野（泰）会員です。
　【卓　　話】

講師紹介　　　　　　大野（泰）プログラム委員長
　　　　　　　　　　　　（森田環境保全委員長代理）

　Ｓ４７年生まれ、５０歳。司法書士。Ｓ５１年頃
日高市に越され、日高市の小中学校を経て、横浜
市立大学をご卒業。Ｈ１４年、司法書士試験に合格

「あおぞら司法書士事務所」を開設。飯能ＪＣに
１０年間所属。現在、飯能商工会議所青年部の
第２０代会長を務めておられます。

　私は髙橋先生と同じ司法書士で、内沼県議と
同じビルの１階に事務所がございます。
「飯能商工会議所青年部（飯能ＹＥＧ）」はＨ１１年
沢辺会頭の時に誕生し、吉田（行）さんが初代会長
でした。年度は４月から翌年３月末まででして、
私の任期はあと１か月。吉田（行）会頭の時に、次
年度、沢辺亮一君が会長になる予定という事で
歴史と運命を感じております。
　５０歳までのメンバーで構成されており、私も
３月末で卒業だったのですが「直前会長」として
もう１年留年します。会員数は現在７６名です。
　令和４年「通常総会」には矢島（巌）会頭、吉田（行）
副会頭にご臨席賜りました。コロナ禍で、ＯＢの
先輩方は呼ばず、来賓とメンバーのみで開催。
４月、「県連」委員会：於「清河園」。飯能ＹＥＧは
５年前に「埼玉県商工会議所青年部連合会」に
加盟し、活動範囲が埼玉県、関東ブロック、日
本全国に広がりました。「県連」に加盟している
のは上尾、本庄、さいたま、川口、蕨、熊谷、
狭山、深谷、所沢、行田、草加、秩父、春日
部、飯能、越谷の１５単会。川越は未加盟。県連
の大きな大会は９月の“ＫＫＴ（研修と交流の集
い）”と２月の“ＹＬＫ（ヤングリーダー研修会）”
の２つ。輪番制で、再来年はＹＬＫが飯能で開
催されるため今から準備をしています。各単会
から出向する県連の委員会も輪番制で、４月は
飯能開催でした。５月、「春の会長会議　関東ブ
ロック」（栃木県）に有志と参加。６月、ＶＬＰ
（ビジョナリーリーダープログラム）勉強会。単
会を取り巻く環境を「ビジョナリーシート」に記
入して可視化し、強みや課題等を考えるもので
会社組織にも対応するプログラムです。
　７月、第１回定例会「ジビエを味わう～会員親
睦バーベキュー」於「河原の家 めだか」（赤沢）。

ＮＰＯ法人crew-Lの佐藤さ
んから罠猟や山の現状等
についてお話を伺い、シ
カの足の皮を剥ぐ実習を
受けたメンバーも居まし
た。８月、第２回定例会「リ
アルな飯能の課題を知り、
対策を考え行動する」少子
高齢化について、付箋を
貼るＫＪ法で勉強。９月、

「ＫＫＴ蕨大会」基調講演は猫ひろしさん、喰始
さん。翌週の懇親会では蕨ＹＥＧが主催する「わ
らフェス」を視察。１０月、「関東ブロック大会
蔵の街とちぎ大会」「秋の会長会議 関東ブロッ
ク」に参加。Ｕ字工事さんが来ていました。同月、

「ＯＢ合同ゴルフコンペ」３年振り開催。優勝
者は天ヶ瀬先輩でした。／県連主催「渋沢栄一
翁を知ることによる交流の広がりＩＮ生誕の地
深谷」。／県連主催「彩の風会議」（川口市）災
害支援・復興協力がテーマで、福島で被災したメ
ンバーから、「支援物資を受け取る時に『写真を
撮ってくれ』という依頼が多く、送る側と受け
取る側とのギャップを感じた」という話を聞く
事が出来、勉強になりました。／第３回定例会

「樋口久子三菱電機レディスゴルフトーナメント
２０２２ジュニア見学会」普段入れない場所から
子ども達にプロの試合を見てもらい、渋谷日向
子さんからは手を振ってもらいました。ブース
出店も行って飯能をＰＲしました。
　１１月、「全国会長研修会」（大阪）。同月、第４回
定例会「武州飯能うどん 打って食べて体験会」

（於「加治小学校」）「古久や」細川氏の指導の下に
作って、先生方にも食べて頂きました。／商工会
の青年部も含めた、近隣の青年部（入間、所沢、
川越、狭山、飯能）で「交流会」。１２月、「忘年会」。
１月、「新年総会」吉田（行）新会頭、加藤副会頭にご
臨席賜りました。２月、ＹＬＫ秩父大会。同月、全
国大会「美の国 あきた大会」華原朋美さんがゲ
スト。／「モルック体験会」於「小町公園」。３月は
定例会と、「元気市」のステージを担当する予定。
　年齢を重ねても青年の気持ちを失わずに挑戦
し続けたいと思います。今後共「青年部」をよろ
しくお願い致します。飯能ＲＣの益々のご発展
をお祈り致しまして卓話を終わらせて頂きます。
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講師紹介　　　　　　大野（泰）プログラム委員長
　　　　　　　　　　　　（森田環境保全委員長代理）

　Ｓ４７年生まれ、５０歳。司法書士。Ｓ５１年頃
日高市に越され、日高市の小中学校を経て、横浜
市立大学をご卒業。Ｈ１４年、司法書士試験に合格
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１０年間所属。現在、飯能商工会議所青年部の
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でした。年度は４月から翌年３月末まででして、
私の任期はあと１か月。吉田（行）会頭の時に、次
年度、沢辺亮一君が会長になる予定という事で
歴史と運命を感じております。
　５０歳までのメンバーで構成されており、私も
３月末で卒業だったのですが「直前会長」として
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ＮＰＯ法人crew-Lの佐藤さ
んから罠猟や山の現状等
についてお話を伺い、シ
カの足の皮を剥ぐ実習を
受けたメンバーも居まし
た。８月、第２回定例会「リ
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事が出来、勉強になりました。／第３回定例会

「樋口久子三菱電機レディスゴルフトーナメント
２０２２ジュニア見学会」普段入れない場所から
子ども達にプロの試合を見てもらい、渋谷日向
子さんからは手を振ってもらいました。ブース
出店も行って飯能をＰＲしました。
　１１月、「全国会長研修会」（大阪）。同月、第４回
定例会「武州飯能うどん 打って食べて体験会」

（於「加治小学校」）「古久や」細川氏の指導の下に
作って、先生方にも食べて頂きました。／商工会
の青年部も含めた、近隣の青年部（入間、所沢、
川越、狭山、飯能）で「交流会」。１２月、「忘年会」。
１月、「新年総会」吉田（行）新会頭、加藤副会頭にご
臨席賜りました。２月、ＹＬＫ秩父大会。同月、全
国大会「美の国 あきた大会」華原朋美さんがゲ
スト。／「モルック体験会」於「小町公園」。３月は
定例会と、「元気市」のステージを担当する予定。
　年齢を重ねても青年の気持ちを失わずに挑戦
し続けたいと思います。今後共「青年部」をよろ
しくお願い致します。飯能ＲＣの益々のご発展
をお祈り致しまして卓話を終わらせて頂きます。

月   日 当　番
［担当委員会］例会数 行　事　予　定

２０２３年４月のプログラム
（ 月間テーマ　雑誌月間 ）

大 嶋 君
島 田 君

［親睦活動］

坂本（淳）君
鈴木（康）君

［ 雑 　 誌］

杉 田 君
沢 辺 君

［会報・広報］

例 会 取 消
（祝日週）

合同夜間例会
日高ＲＣ　点鐘１８時

（株）椿本チエイン 相談役

卓話「株式会社椿本チエインについて」
長　勇 様

公益社団法人飯能ＪＣ理事長

卓話「（仮）飯能青年会議所５０周年について」
浅見友章様

【結婚・誕生日祝】【四つのテスト】

【ロータリーの友】

飯能商工会議所青年部について

飯能商工会議所青年部 会長 谷脇道生様

　　２月５日（日）　飯能市卓球連盟、飯能ＲＣ主催の「飯能
ＲＣカップ第３３回せせらぎ杯中学校卓球大会」が、飯能
市民体育館で開催されました。第３１回から飯能ＲＣも主
催者に参加し、優勝カップを「飯能ＲＣカップ」として
新調しています。　　　　（男子）八王子市立宮上中学校
　　　　　　　　　　　  （女子）天弓スポーツクラブ優勝


