
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■2010-2011ＲＩ会長：レイ・クリンギンスミス          ■ＲＩ第 2570 地区ガバナー：西川 武重郎 

■会長：山岸 義弘 幹事：関谷 永久 会報委員長：水村 雅啓   ■当番：大野 賢次 

 

 
 
 
＜7月プログラム＞ 

 
＜出席報告＞      宮崎正文出席委員長 

会員数 出席数 出席率 前回修正率

45 名 34 名 77.3％ 79.1％ 

＊事前欠席連絡 6名 

 

＜今月のお祝い＞ 

会員誕生 
齋藤 金作君 齊藤福太郎君  
吉永 章子君  

夫人誕生 石川 桂子様 野村喜久子様 

結婚記念 吉沢 誠十君 
 

＜ビジター・ゲスト＞ 

R 財団奨学学友委員会委員長   松本光司様 

入間南 RC 会長澤田廣造様・幹事大河内隆敞様 

R 財団奨学生候補者       工藤聖彦様 

米山奨学生    コチャワン・パッタマー様 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞     粕谷康彦ＳＡＡ 

山岸義弘君、関谷永久君、粕谷康彦君、宮寺成

人君、吉永章子君～一年間宜しくお願いします。

入間南澤田廣造様、大河内隆様、坂戸さつき RC
松本光司様～一年間宜しくお願いします。関根靖

朗君～早退致します。吉永章子君～松本様工藤様

南RC会長・幹事様本日はありがとうございます。

細渕克則君～松本委員長一年間宜しくお願いい

たします。宅見允君～滝沢さん最終例会の車屋最

高でした。 
本日¥57,000 

 

会長バッチ交換    

 
 
 
 
 
 
            細淵前会長から 

山岸会長へ 

 
●会長の時間         山岸義弘会長 

いよいよ今日から、新年度が始まりました。５

０年以上の歴史と伝統のあるこの入間ロータリ

ークラブの会長ということで、大変な責任を感じ

ております。皆様のご協力をお願いいたします。

今日からですが、実際は１１月に幹事、SAA、会

計を始め４大奉仕委員長をお願いし、2/27 に会長

エレクトトレーニングセニナー（PETS）が東松山

の紫雲閣で行われました。その後は専門部門の委

員長の就任依頼をさせていただきました。西川武

重郎ガバナーエレクトが、次年度 RI 会長のテー

マを受けて、地区内の各会長エレクトに具体的な

方針を説明する地区協議会が 4/25 に開催されま

した。それをうけて、５月７日に現新理事会を開

催、RI 会長、地区ガバナー、私の方針を発表させ

て頂きました。従来は次年度予算の承認をいただ

くのですが、組み替えの必要もあり概略の方針説

明で終わりました。ここでは、年間の例会開催日、

７月のプログラムについて、承認を頂きました。

５月１２日に第一回クラブ協議会を開催、各委員

長さんにもお集まりいただき、方針、予算の概略

の説明、家庭集会の開催、年度計画書の作成の要

請等を行いました。その後家庭集会を開催してい

ただき、皆様で討議の結果が本日の年度計画書に

なりました。その間 6/10 の例会前の時間に新年

度の臨時理事会を開催させていただき、新年度の

予算を承認いただきました。 

この機会に年度計画書の変更箇所の説明をさ

せていただきます。研修リーダーが地区よりの要

請により新設されました。例会プログラムはロー

 当番 内 容 

1 日 浅見 会長・幹事・ＳＡＡ挨拶 

8 日 荒井 第２回クラブ協議会 

15 日 新井 第３ｸﾞﾙｰﾌﾟカバナー補佐訪問 

22 日 石川山 ガバナー公式訪問 

29 日  新旧役員慰労激励会 
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タリーの特別月間を判り易い表示に変更、予算書

も判り易い表示に、特別予算も収支の項目を記載

いたしました。スマイルボックスの予算は、今後

社会奉仕関連で事業の提案がありましたら細則

の規定範囲内で、理事会の承認を得ながら、使わ

せていただく予定です。いずれにしても、一年間

がんばります。宜しくお願いいたします。 

本来ならば、今日ここには、平岡勲一郎会員が、

会長の時間のお話をされている予定でした。残念

ながら体調を崩され、急遽、私がリリーフとして

登板となりました。是非とも、早く元の体調に回

復され、会長になられますことを、心よりお祈り

して、会長の時間といたします。  
●幹事報告          関谷永久幹事 

第 1回理事会報告 

＜協議事項＞ 

① 入間市長木下博様を 2010-11 年度の名誉会

員とする→承認 

② 入間市社会福祉協議会 年会費納入→承認 

③ パーマネントファンド（R 財団半期毎 10$以

上）は上・下期 10$食事費より飢餓ランチと

して支払う→承認 

④ 旧年度最終例会会計報告→承認 

⑤ 8 月の例会プログラム→承認 

⑥ 入間ＲＣホームページ更改の件承認 

＜報告事項＞ 

① 7/ 3(土)社会奉仕部門セミナー 

② 7/11(日)第 1 回米山奨学部門セミナー 

③ 7/17(土)第 3 回ｸﾞﾙｰﾌﾟ第 3 回会長・幹事会 

④ 7/22(水)ガバナー訪問 

⑤ 7/ 8(木)万燈祭り実行委員会 

⑥ 7/15(木)地域交流研修会 

回覧、配布物 

① 会員住所録追加・訂正 

② 7/22(木)ガバナー公式訪問出欠表 

③ 7/29(木)新旧役員慰労・激励会 

    出席表彰出欠表 

④ 2010年規定審議会採否報告 

⑤ 第 16 回わんぱく相撲入間大会のご報告お礼 

⑥ 社会福祉協議会会員加入のお願い 

⑦ ＲＩ第 2570地区Ｒ財団学友会だより 6月号 

⑧ 口蹄疫資金お礼 

⑨ 新井俊康様会葬お礼 

⑩ 日高 RC例会時間変更 

⑪ 加藤ガバナー事務所閉所挨拶 

会報回覧 

所沢中央ＲＣ 狭山中央ＲＣ 新狭山中央ＲＣ 

 

●委員長報告 

クラブ奉仕委員会      吉永章子委員長 

 クラブ奉仕部門の委員の方は、例会後、打合せ

をしますので、お残りください。 

会報委員会         水村雅啓委員長 

 各委員会委員長報告は必ず文書での提出を翌

日の金曜日までにメール又はＦＡＸでお願い致

します。 

雑誌委員会         友野政彦委員長 

 今月号は新年度という事で P3 から P13 にかけ

て新 RI 会長レイ・クリンギンスミス氏の紹介が

あります。また P1 には｢ロータリーの友事務所｣

が法人化を果たした結果が記載されています。 

 

●2010～2011 会長・幹事・SAA 挨拶 

山岸義弘会長挨拶 

 最近の入

間 RC の活

動を振り返

ってみます

と３年前の

山畑年度は

我が入間

RC より石

川ガバナー

が就任され

まして、立派に地区大会を開催いたしました。３

年前の岩崎年度は「子どもたちに夢ある未来を」

をテーマに地球環境プロジェクトのもと小中学

生の絵画作文コンクールを行い、RI より栄えある

RI 意義ある業績賞を受賞いたしました。また、昨

年度は創立５０周年の記念式典及び記念事業を

さすが入間 RC と言われる程、成功裡に開催され

ました。 

この３年間はそれぞれの年度に、輝かしい実績

を残した年度であったと、感じております。そん

な素晴らしい業績のあとの今年ですので、何をメ

インの課題にしたらいいのかと、考えておりまし

た。先般の地区大会の折りの、地区指導者育成セ

ミナーにおいて「ロータリーの未来は」いかにあ

るべきか?との講演がありました。そのなかで現

在を変革期と捉え、ロータリーに未来があるとす

れば、まさしく原点に戻りつつも、ルッネッサン

ス期が到来すべきであると力説されました。帰り

のタクシーのなかで、石川会員平岡会員繁田会員

と一緒でしたが、「来年はこのルネッサンスで行

きます。とても有意義なセミナーでした」と、宣

言をさせていただきました。まさしく、５０周年

を終わり次なる１００年にむけてのスタートの

年にあたる今年度は、古きよき伝統を大切にしな

がらも、新しいテーマにも挑戦していくことが大

切であり、派手な事業はなくても内部を充実して

いくことが大切ではないかな、と考えております。 

本年度「地域を育み、大陸をつなぐ」をテーマに

掲げられた、レイ・クリニングスミス RI 会長も

「会長年度に達成したいことは何ですか？」の問

に対して、ポリオの撲滅・財団の未来の夢計画の

良好なスタート・青少年交換事業の知名度のアッ

プに加えて「私たちが行っていることのすべてを

管理面から考察して、それが最善の方法なのか、

単に慣習であるのかを考え、より良い方法がある

かどうかを検討したい。」と述べられました。 

例会運営等も比較的順調に運営されています

が、すべてのことに検討を加え、より効率良く且



つ有意義で楽しいクラブに向けての再構築が必

要な時期であるとも考えます。入間ＲＣの歴史と

伝統を重んじつつも、輝かしい未来（ルネッサン

ス期）に向かって、会員の皆様とともに努力する

覚悟です。宜しくお願い申し上げます。 

国際 R第２５７０地区西川武重郎ガバナーは

「利他の心で行動しよう」をテーマに掲げ、ポー

ル・ハリスの心の原点に戻り、人の為に役立ちた

い、そのためには奉仕をする「ロータリーの心」

が大切と強調されています。また同じセミナーに

おいての酒井大学さんの、「箸よくバンスイをま

わす」言葉を引用され、ほんの小さな力でも、継

続をしていると大きなうねりになる。まさしくロ

ータリーの奉仕活動にとって、心強い元気の出る

言葉だと言われております。 

以下、具体的な本年度の方針です。 

１．青少年交換プログラムの実施 

２．創立５０周年記念継続事業の実施 

３．会員増強目標  純増３名 

４．魅力ある例会プログラムの充実 

５．家庭集会の活性化 

６．効果的な広報活動 

７．運営全般の効率化をはかる。 

   

関谷永久幹事挨拶 

山岸年度にて幹事の関谷です、先ずもってご指

導ご鞭撻を宜しくお願い申し上げます。 
第一にクラブの円滑な運営を行っていくのが

会長であるならば、それを後方より支援サポート

するのが幹事の仕事ではないかと思います。他に

主なジョブはＲＩ、地区、他クラブ、団体などか

らの文書、報告書、案内状の管理保管など、協議

会、理事会、例会などの総合管理、問題点の改善

等々であります、言ってみれば会社などの庶務係

に似ています。これらの点、当クラブでは優れた

事務局がカバーリングしてくれていますので頼

りにしています。最後に幹事も会員の個人情報を

知っている立場であります、その責任の重さを感

じています。皆様の強いご理解とご協力をお願い

して挨拶といたします。 
 

粕谷康彦ＳＡＡ挨拶 

 SAAのロータリークラブでの役割は会場監督の

任務と整備となっております。具体的には会長又

は理事会によって定められた任務に当たる。例会

場の秩序を乱すことなく会合が有意義に行える

ことを願い会場の監督を行います。 

活動方針計画として 

1. クラブ会長、幹事、各委員長と綿密に連絡を

とり、例会及びその他の会合がスムーズな運

営が出来る様心がける 

2. 例会場の設営については副 SAA、事務局の協

力を得て行い、年何回か席替えも行いたいと

思います。 

3. ビジター、卓話講師への対応は親睦委員会及

びプログラム委員会と協力して行う。SAA は

会長、幹事の補佐役も務めます。 

4. ニコニコ BOX の利用を機会ある毎に奨励して

全員の皆様の協力を得て目標達成に努めます。 

5. 例会の妨げになる私語、雑談など無い様注意

を促す。 

 

 
 

 
関谷幹事   山岸会長  粕谷ＳＡＡ 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 
 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

夏の風物詩 ＜七夕＞ 

旧暦 7 月 7 日の行事。 
五節句の 1 つ。日本では 
奈良時代からまつられて 

          きました。 
 

 

 

 

会報委員会（水村 滝沢 宅見） 

《ﾛｰﾀﾘｰ情報》 

2010～2011  

ﾚｲ･ｸﾘﾝｷﾞﾝｽﾐｽ RI 会長の横顔 

 

ロータリーとの関わりは、1961 年、ロ

ータリー財団の国際親善奨学生として南

アフリカのケープタウン大学に派遣され

たのが始まりです。故郷から初めて留学

したクリンギンスミス氏は、アフリカの

35 のクラブを訪問して、アメリカ・ミズ

ーリ州ユニオンビルに帰郷。その 2 週間

後、ユニオンビルロータリークラブ（Ｒ

Ｃ）に入会して、ロータリーでの奉仕活

動を開始しました。ＲＩの規定審議会議

長、2005 年ＲＩ国際大会副委員長、2008

年ＲＩ国際大会委員長、ロータリー財団

の管理委員、副委員長などを歴任。1985

年、当時としては最年少でＲＩ理事とな

りました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■2010-2011ＲＩ会長：レイ・クリンギンスミス           

■会長：山岸 義弘 幹事：関谷 永久 会報委員長：水村 雅啓   

 

 
 
 
＜8月プログラム＞ 

＜出席報告＞      宮崎正文出席委員長 

会員数 出席数 出席率 前回修正率 

45 名 26 名 63.4％ 78.6％ 

＊事前欠席連絡 10 名 

＜ニコニコＢＯＸ＞     粕谷康彦ＳＡＡ 

山岸義弘君～岩崎様より祝電、加藤さん写真あ

りがとう。岩崎茂君～早退致します・写真ありが

とう。石川山冶君、石川嘉彦君～山岸会長、関谷

幹事ご活躍お祈りします。加藤国夫君～職業奉仕

委員長でお世話になります。齋藤栄作君、大野賢

次君、齋藤金作君、石川山冶君、関谷永久君、滝

沢文夫君、松井秀男君、吉沢誠十君、宮崎正文君、

摂田順一君、繁田昌利君～加藤さん写真ありがと

う。      本日¥22,000    累計¥79,000 
●会長の時間         山岸義弘会長 

 ７月３日に紫雲閣にて第１回社会奉仕セミナ

ーがあり、松井委員長と出席してきました。斉藤

栄作会員は地区の社会奉仕委員としての出席で

した。西川ガバナーとしては初めての点鐘でした。 

冒頭の挨拶の中では社会奉仕活動についてガバ

ナーは地域に根ざした活動が基本である。それが

地域社会にどんな風にみられているか？評価が

あれば、それが会員増強につながる。鈴木アドバ

イザーはクラブが特色を出してやる活動である

と強調されていました。 

最近のセミナーは RLI と呼ばれるグループ討論

方式で、テーマは、各クラブの実施又は計画して

いる様々な社会奉仕活動についての発表でした。

他クラブの実施内容も一覧表になっており大変参

考になりました。その後各テーブル毎の発表もあ

りいずれにしてもそのような方式での研修セミナ

ーは飽きなく充実した優れた進め方だなと感じて

おります。7/5 には、ホストファミリーの平岡達

也会員ご夫妻と一緒に、県立豊岡高等学校の成瀬

校長を訪問し、留学生受入時の注意事項等の打合

せをしてまいりました。7/6 には、入間南 RC の新

年度初の例会へ関谷幹事と挨拶に伺ってまいりま

した。訪問時は色々な点で参考になりましたのは、

各テーブルには花が活けてあり、お茶は急須が使

われて、お茶葉は会員のお茶屋さんが無償で提供

との事。進行は全て SAA が行ない、川柳クラブが

あり活発に会合を開いてるとの事でした。他クラ

ブへの訪問は新しい気付きがあります。是非他ク

ラブでのメイクアップも活発に行えれば良と考え

ております。 

又昨日は、宮寺会員と事務局の奥田さんをまじ

えて、会計の方法を検討し、企業会計的要素を取

り入れて、判りやすい決算書をつくる方向でまと

めました。一般会計・スマイル BOX・万燈まつり

５０周年・青少年交換・クラブ基金に加え事業参

加費７件の会計を有機的につなげ、誰がみても判

り易いことを目指しています。 

●幹事報告          関谷永久幹事 

1.年度計画書８月プログラム変更のお知らせ、 

 ８月１２日と１９日が入れ替わる 

訂正後 12 日/クラブ定款により例会取り止め 

        19 日/ベルギー観光局 卓話 

2.7月 15日磯田ガバナー補佐訪問時集合時間の件 

  会長、幹事は１１時集合 他会員は平常通り 

3.年度計画書、新規ファイルを受け取って下さい 

4.7/8 万燈祭り実行委員会 吉永会員 

 7/14 国際奉仕委員会 家庭集会 齋藤会員 

回覧、配布物 

① 日豪青年相互訪問団報告書 
② 7/22(木)ガバナー公式訪問出欠表 
③ 7/29(木)新旧役員慰労・激励会出席表 
④ バギオたより 
⑤ 国際 R第 2570 地区Ｒ財団学友会だより 
会報回覧 

他クラブ会報・例会変更 

 

 当番 内 容 

5 日 石川嘉 会員増強委員会 

12 日  クラブ定款により例会取り止め

19 日 岩崎 
ベルギー観光局 日本支局長 

ダミアン・ドーム様 講師 

26 日 上野 豊岡高校校長｢高校教育の現状｣
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●委員長報告 

ロータリー美術館委員会    岩崎茂委員長 

 来る 7 月 22 日はカバナー公式訪問です。当日

は例年の通りロータリー美術館を開催いたしま

すので、会員の皆様方、ご家族には展示品のご提

供をお願いいたします。作品には出品表をお付け

下さい。 

社会奉仕委員会       松井秀男委員長 

 社会奉仕部門セミナー会議Ⅰはブライダル,世

界遺産登録推進、アイバンク各委員会の説明を行

い、Ⅱではｸﾞﾙｰﾌﾟ討論を行いました。テーマは「ク

ラブで従来から実施している社会奉仕活動のア

ンケート結果からの検証」「本年度のクラブでの

社会奉仕活動を考える」の２つでした。私からは

50 周年記念事業の LED 防犯灯設置プロジェクト

の説明をいたしました。各クラブ報告で興味深か

ったのは、書き損じはがきによる収益を 3クラブ

合同でネパールの学校建設に当てる為直接現地

と交渉していると言う事でした。又会員減少によ

る資金や人材不足により支援が難しくなってい

る事や継続事業の検討も必要という意見があり

ました。 

●四大奉仕委員長年度計画発表 

クラブ奉仕委員会      吉永章子委員長 

「親睦から奉仕」への最も基

本的奉仕活動の分野で入間 RC は

11 の委員会で構成されています。

職業分類、会員選考、会員増強

は新会員誕生までの関連性の深

い委員会です。ロータリー情報

委員会＝ロータリアン教育、地区とのパイプ役の

存在。出席委員会＝ロータリアンの３大義務、出

席を奨励する考案等。会報委員会＝見やすく分か

りやすい記録資料として残せる会報作り。親睦委

員会＝会員相互、家族をまきこんだ活動の展開。

雑誌委員会＝購読はロータリアンの３大義務、記

事の紹介、「友」への投稿。プログラム委員会＝楽

しくためになる充実したプログラム作成。広報委

員会＝近隣からロータリーの PR、手段等。ロータ

リー美術館＝入間 RC 独自の美術館、開催時の出品

協力要請等。各委員会の諸活動に全責任を持って

理事会への報告、調整役となります。そして会長

方針に沿って ①例会プログラムの充実化 ②会

員相互、家族をまきこんだ親睦活動 ③会員増強

は純増 3 名（女性会員大歓迎） ④ロータリアン

教育 ⑤地元地域にロータリーのPR これらを重

要項目としクラブの活性化を図る事を目的として

活動します。 

職業奉仕委員会       加藤国夫委員長 

 職業奉仕というのは職業を通

してより社会に奉仕する。このこ

とがロータリークラブの根幹を

なすものであると同時にロータ

リーの綱領の中に「有益な事業の

基礎として奉仕の理想を鼓吹し、

これを育成する」とあります。特に綱領第２項に、

「事業及び専門職務の道徳的水準を高める」とあ

りますが、当クラブ会員企業の皆さん方には日々

実行されていられる事と思います。今年度、西川

武重郎ガバナー方針にあります「利他の心で行動

しよう」は職業奉仕その原点だと思います。今年

度の事業として 1.高校生社会体験事業に要請が

あり次第協力していく。2.四つのテストの唱和を

行う。3.職業奉仕月間には相応しい講師を依頼し

卓話をお願いする。 

社会奉仕委員会       松井秀男委員長 

 社会奉仕部門には社会奉仕、地域

発展、環境保全の 3 つの委員会があ

り、地域の発展を活性化する為、従

来より実施している万燈祭りや加治

丘陵保全活動、ロータリーの森保全

活動に加え以下のことに力を注ぎま

す。・LED 防犯灯設置・月桂樹植樹事業・入間 RC

の設置した看板等の整理・地域交流会への出席情

報交換・プライタル委員会への活動協力・広報と

連携し社会奉仕活動を通して PR する・入間 RC と

して特徴ある社会奉仕活動を模索、展開する。 

国際奉仕委員会       齋藤栄作委員長 

 本年度 RI 会長は「ロータリアン

以外の人々にロータリーの目的を

説明すること」「ロータリアンにロ

ータリーの原則の重要性を再認識

してもらうこと」この二つの目標

を｢地域を育み、大陸をつなぐ｣と

いう簡素なテーマに凝縮しました。初めてロータ

リアン以外の人々を意識したテーマとして大変興

味深いテーマであります。国際奉仕とは国や大陸

を異にする海外のクラブと協力し、世界理解、親

善、平和を広め、世界をより良い場所にするため

の機会を私たちに与えるものであります。山岸会

長は「ルネッサンス（再び誕生する）輝く未来へ」

をテーマに、埋もれてしまったロータリーの古き

良き伝統を再発掘して新たなテーマに果敢に挑戦

していくことが大切であるとしています。これら

の方針を受けて国際奉仕活動への理解推進を図っ

て行きます。 

日豪青少年交換プログラムは国際ロータリー

2570地区の独自のプログラムとして本年度で３５

周年を迎えます。更にもう一つは４月２４日～３

０日開催のロータリーの立法府と呼ばれる２０１

０年規定審議会において奉仕の第五部門として新

世代奉仕が新設されました。 

国際奉仕委員会は友野・大塚委員、新世代部門

委員会は滝沢委員長のもとパスト会長の摂田、石

川嘉彦、水村、岩崎委員で新部門の構築をお願い

します。世界社会奉仕委員会は晝間委員長、西山，

間野委員、ロータリー財団委員会は小田委員長、

浅見、吉沢委員、米山奨学委員会は繁田光委員長、

石川山治、忽滑谷委員といったメンバーで本年度

活動してまいります。 
 

会報委員会（水村 滝沢 宅見） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■2010-2011ＲＩ会長：レイ・クリンギンスミス           

■会長：山岸 義弘 幹事：関谷 永久 会報委員長：水村 雅啓   

 

 
 
 
＜出席報告＞        繁田光出席委員 

会員数 出席数 出席率 前回修正率 

45 名 35 名 81.4％ 84.1％ 

＊ 事前欠席連絡 4名 

＜ビジター・ゲスト＞ 

第 2570 地区 第 3 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

カバナー補佐  磯田力彦様 

＜ニコニコＢＯＸ＞     粕谷康彦ＳＡＡ 

山岸義弘君、関谷永久君、粕谷康彦君、石川嘉彦

君、岩崎茂君、吉永章子君、齋藤栄作君～磯田ガ

バナー補佐様ようこそお出で下さいました。細淵

克則君～磯田ガバナー補佐様書類監査ありがとう

ございました。平岡達也君～磯田ガバナー補佐様

ようこそ・諸井さんカブトムシありがとう。西山

祐三君、宮寺成人君～加藤さん写真ありがとう。

忽滑谷明君～早退致します・写真ありがとう。石

川山治君、上野弘勝君～早退致します。新井格君

～父の葬儀弔問賜りありがとうございました。宅

見允君～諸井さんカブトムシありがとうございま

す 
     本日¥21,000    累計¥100,000 
 
■■■会長の時間       山岸義弘会長 

 ガバナー補佐の磯田さんようこそ入間においで

いただきました。１１時よりガバナー補佐より 19

項目にも及ぶ書類の点検報告をさせて頂きました。

来週の公式訪問は、今年の一月に米国カリフォル

ニア州サンディエゴで行われた国際協議会で研修

をされました西川ガバナーが、RI の方針.地区の

方針を会員の皆様に直接お伝えし、併せて入間Ｒ

Ｃ方針・年間計画等の確認、指導をして頂く意義

のある大切な例会です。国際協議会というのは、

次年度に地区内のロータリアンを導いていく地区

ガバナー・エレクトに、ロータリーに関する情報

や知識を与えると同時に、感動と意欲を与えると

言われています。世界５３１地区のガバナーエレ

クトが一堂に会する大きな協議会です。毎年、地

区で行われます地区大会は RI 会長代理がおいで

になりますので、地区にとっての公式訪問である

と言えます。いずれにいたしましても公式訪問は

是非とも１００％の出席をお願いいたします。当

日は１１時より入会３年未満の会員の皆さんは、

西川ガバナーとの４０分間の懇談会を予定してお

ります。宮崎会員、晝間会員、宅見会員、大塚会

員、間野会員の５名です。 

１１日には第１回米山奨学部門セミナーが国立

女性教育会館で開催され、カウンセラーの忽滑谷

会員、繁田光米山委員長、地区の米山奨学推進委

員の吉永会員と出席してきました。１７名の米山

奨学生によるスピーチの共通する所は、「米山奨学

生に選考されて言葉に言い表せない程感謝してい

る。」「ぜひ今後は日本と母国の交流の架け橋にな

りたい」の２つで、印象的でした。米山といいま

すと、またお金・・になってしまいますが、国際

ロータリーにおいても、日本独自の米山奨学金は

大変高い評価をされています。ロータリアンだか

らできる崇高なこと素晴らしいことだとの認識を

いただいています。皆様のご理解ご協力を宜しく

お願いいたします。もうひとつクラブ定款第４条 

綱領翻訳問題のアンケートについては、私一人で

回答してしまうのではなく、できれば皆様のご意

見を伺って回答できればと考えます。皆様のご意

見を組み入れながら回答したいと思いますので、

事務局へ要請ください。 

奨学生のＰＩＲＯＮ君が8月12日に来日します

が、夏休み中ということもあり皆様のご協力の元、

家族の中に溶けこんで日本を見て貰える様ご協力

宜しくお願いいたします。 

いずれにいたしましても本日のガバナー補佐訪

問、次回のガバナー訪問を通じて、ロータリーの

奉仕活動を改めて考える良い機会だと思います。 

来週の公式訪問が有意義な時間となりますよう、

皆様のご協力をお願いいたします。 

 

■■■幹事報告         関谷永久幹事 

1. 磯田ガバナー補佐による当クラブ保管、管理
書類の監査が行われました。 

2. 当クラブホームページの会員ログインＩＤ、
パスワードの登録更新を今月末までに済ませ
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ておいて下さい。 

3. 7/15 夏の交通安全運動出陣式参加  会長   
4. 7/15 地域交流会参加 

 会長、幹事、吉永会員、齋藤(栄)会員 

5. 7/17 第三グループ会長幹事会  
6. 7/18 地区インターアクトクラブ年次大会  

滝沢会員、齋藤(栄)会員 

7. 7/22 ガバナー公式訪問(武蔵クラブ）全員参加 
回覧、配布物 

① 7/22(木)ガバナー公式訪問出欠表 
② 7/29(木)新旧役員慰労・激励会出席表 
③ ハイライトよねやま 125 
④ クラブ定款翻訳問題アンケート・調査 
会報回覧 

他クラブ例会変更 

 

■■■委員長報告 

ロータリー美術館委員会    岩崎茂委員長 

 7 月 22 日のカバナー公式訪問では多くの出展

をして頂いて西川ガバナーを歓迎したいと思い

ます。出展される方は出展カードに記入していた

だいてお持ち下さい。 

環境保全委員会       諸井克彦委員長 

 恒例のカブトムシを

お持ちしました。長く

飼う為には雄雌を一緒

にせず、暑さに弱いの

で日陰で飼育して餌は

果物か飼育液を与えて下さい。 

国際奉仕委員会       齋藤栄作委員長 

まず始めに磯田ガバナー補佐ようこそ入間へ。

本年度は社会奉仕委員として地区へ出向しており

ますので宜しくお願いいたします。7/3 社会奉仕

部門セミナー、7/10 に年度初め地区役員合同会議

に行き、その場で磯田ガバナー補佐のご挨拶をお

聞きしました。昨日はガバナー訪問に向けて会員

以下 14 名の参加で国際奉仕委員会を開催し、いつ

もと同様に入間ロータリーここにありという気概

で当日を迎えたいと思います。 

ロータリー財団委員会    小田芳男委員長 

 ロータリー財団の寄付を今月よりから受け付

けますので宜しくお願いいたします。円高ドル安

ですのでドル建てでも構いませんのでどうかご

協力お願い申し上げます。 

 

■■■ガバナー補佐訪問挨拶■■■ 
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地区内３番目に設立された歴史と伝統ある入

間クラブを訪問し卓話の時間を頂きありがとう

ございます。入間クラブの石川さんには 5年前に

始めてお会いして以来大変にお世話になり、石川

さんの見識の深さ、ロータリーへの愛情を感じま

した。ブライダル委員会の設立には大変なご苦労

があったと思います。このブライダル委員会です

が会員の子息さん達の為、又会員増強等にも繋が

りますので末永く続けていって貰いたいと思っ

ております。フランスの有名な市民革命を描いた

ドラクロワの絵「民衆を導く自由の女神 1830

年 7 月 28 日」には暴虐な王政打破のため、市民

を鼓舞する自由の女神が右手に翻るのが、青、白、

赤の３色旗の青は自由、白は平等、赤は博愛を表

しています。近代理念の先駆けとなった「自由と

平等と博愛」思想これこそがロータリーのいわゆ

る「奉仕の思想」すなわち「他者への思いやりの

心」に繋がると思います。この博愛思想が、ヨー

ロッパからアメリカ新大陸へ移住した人々によ

って作られたアメリカ社会でキリスト教的考え

も相まって発展したロータリー、その基本的理念

が「博愛」ではないでしょうか。 

ﾚｲ･ｸﾘﾝｷﾞﾝｽﾐｽ RI 会長は 1.平和と紛争防止、解

決 2.疫病予防と治療 3.水と衛生設備 4.母子の健

康 5.識字率向上 6.経済と地域社会の発展を強調

事項として”ロータリアン以外の人々にロータ

リーの目的を説明すること”そして”ロータリ

アンに自分たちの活動の意義を再認識してもら

うこと”この二つの目標を挙げています。西川ガ

バナーの方針と考え方は”利他の心で行動しよ

う”をサブ・テーマとしています。人として本当

の幸せを掴む為には、人の為に役に立ちたいと思

う利他の心で生きることだと信じておられます。

そこで DLP におけるガバナー補佐の役割には 1.

ガバナー補佐を第一義とする 2.地区目標達成に

努力する 3.ガバナーの考え方・方針を各クラブに

伝える 4.CLP クラブの活動が成果あるものに

5.IM の開催(今までに無いもの)6.定期的にカバ

ナー補佐訪問 7.グループ内会長幹事会の開催 8.

地区主催各種セミナーへの参加及び会員参加要

請 9.次年度地区役員、委員の人材発掘です。 

最後に RI 戦略プラン(長期計画プラン)として

2010年7月1日から有効となる三大項目に①クラ

ブのサポートと強化②人道的奉仕の重点化増加

③公共イメージと認知度の向上を掲げて私達は

他者に奉仕し高潔性を推進し、事業と専門職及び

地域社会のリーダーの間の親睦を通じて世界理

解、親善、平和を推進して参ります。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

会報委員会（水村 滝沢 宅見） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■2010-2011ＲＩ会長：レイ・クリンギンスミス           

■会長：山岸 義弘 幹事：関谷 永久 会報委員長：水村 雅啓   

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜出席報告＞      宮崎正文出席委員長 

会員数 出席数 出席率 前回修正率 

45 名 39 名 90.7％ 81.4％ 

＊ 事前欠席連絡 5名 

＜ビジター・ゲスト＞ 

ＲＩ第 2570 地区カバナー 

      志木ＲＣ     西川武重郎様 

ＲＩ第 2570 地区副幹事 

      志木ＲＣ     高橋健一郎様 

第 3 ｸﾞﾙｰﾌﾟカバナー補佐  

新所沢ＲＣ    磯田 力彦様 

＜ニコニコＢＯＸ＞     粕谷康彦ＳＡＡ 

山岸義弘君、関谷永久君、粕谷康彦君、石川嘉彦

君、吉永章子君、齋藤栄作君、松井秀男君、加藤

国夫君、後藤賢治君～西川武重郎ガバナー様、磯

田ガバナー補佐様ようこそお出で下さいました。 
     本日¥9,000   累計¥109,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■■会長の時間       山岸義弘会長 

本日は西川ガバナーようこそ入間においで頂

きありがとうございます。又、磯田ガバナー補佐

には２週連続でおいで頂きまして誠にありがと

うございます。さて皆様ご存知のようにロータリ

ーには特別月間が１０ありますが、この７月と５

月に指定がありません。 

ロータリーの特別月間 special Months in Rotary 

１クラブだけでなく、ロータリアン一人一人がロータ

リーの活動に参加するよう強調するため RI 理事会が

指定した月間。と定義されています。１９８６年より

７月が実は 識字率向上月間とされていました。その

後の2005年 7月 理事会決定事項で 7月がロータリ

ー年度の開始の月であり、また北半球の学校がその時

期は夏期休暇期間中であることから、識字関係の行事

およびプロジェクトを実施するのに最適な月ではな

いことで、理事会は、2006-07 年度から「識字率向上

月間」を 3月に移すことにした。 

The Rotary Club of Iruma  Club Bulletin 

入間ロータリークラブ週報      

■例会日：木曜日 12：30～13：30   

■例会場：丸広百貨店入間店６Ｆ バンケット・ホール  

Tel.04-2963-1111

■事務所：〒358-0023 入間市扇台 3-3-7 ハイツ斎竹 101 号 

Tel.04-2964-1700 Fax.04-2965-5788    

Email：iruma－rc＠jupiter.plala.or.JP

2010-2011 年 RI テーマ 第４号 ２６１４回例会  ２０１０年７月２２日（木） 

■ＲＩ第 2570 地区ガバナー：西川 武重郎 

■当番：石川 山治 

西川武重郎ガバナー公式訪問例会開催
会場：武蔵クラブ 



７月はたぶん新年度の初めの月なので、限られた

テーマに特化しないで、全般的によいスタートを

切るようにとの配慮かなと思いました。ネットを

検索しますと、ロータリーの関連事項は沢山載っ

ており、是非皆様も大いに活用して、役立でてい

ただければと思います。その様な意味では、まさ

しくこのスタートの月の７月に公式訪問におい

で頂く事は、これから一年間はじまる私共にとっ

て大変ありがたく有意義であると思います。地区

内でも５４クラブ中、川越クラブに次いで二番目

にお出でいただき、誠に光栄に思っております。 
本日はガバナーより、ＲＩ会長及び地区ガバナ

ーの方針等をお聞かせいただき、また入間クラブ

の方針を、私をはじめとして各専門部門の委員長

からお伝えして、ご指導を受けたいと思います。 
ロータリーの友７月号の横１３頁に掲載され

ておりますが、本年度、ＲＩ会長は、「四大奉仕の各

部門が等しく重要であるという考えに基づき、クラブ

が四大部門のすべてにおける成果を認識することが

できるよう、質問形式による新しい表彰プログラムをも

設けました。先日四大委員長には、是非受章できる

よう頑張ってほしい旨をお願いしてあります。ＲI 会長

賞の基準を具体的な質問形式にして各部門５０点満

点で２５得点以上会長賞、３５得点以上は会長特別

賞として定め世界のクラブに発信しました。 

全奉仕部門が受章できる様、努力をしたいと考えま

す。また 地区内の半数以上のクラブが会長賞を受

賞した場合、地区ガバナーも表彰されます。是非ガバ

ナーに受章していただけるよう、この一年間頑張りまし

ょう。 

■■■幹事報告         関谷永久幹事 

1. ロータリーレートが８月より１ドル８８円と
なりました。 

2. 本日、西川ガバナーと磯田 G補佐、会長幹事、
入会３年未満会員５名で懇談をしました。 

3. 7/24 地区クラブ奉仕部門ｾﾐﾅｰ 紫雲閣 13：00 
4. 7/25 少年野球大会 中央公園 8：00 
5. 7/27 入間基地納涼祭花火大会 17：30 

 

■■■ガバナー公式訪問挨拶■■■ 

第 2570 地区カバナー      西川武重郎様 

元気と伝統ある入

間クラブの皆様の前

でお話できる事を嬉

しく思っております。

入間クラブの石川さ

んに始めてお会いし

た時には車のナンバ

ーが「2570」で大変

驚き、ロータリーへ

の思いと情熱、見識

の深さを感じいりま

した。 

 今ガバナーとして皆様の前で感じております

のは、1905 年にポールハリスが絶望的な寂しさか

ら友情を大事にするロータリークラブを作った

とされていますが、現在もこの友情は生きている

な、とガバナーとしての立場に立って初めて感じ

ております。ﾚｲ･ｸﾘﾝｷﾞﾝｽﾐｽ RI 会長は「地域を育

み、大陸をつなぐ」をテーマに掲げておられます。

そして「ロータリーの使命は地域社会を動かす覚

悟が必要だ。世界の子供たちの育成のために、そ

してポリオ撲滅のため、世界をより良いものにす

るため、ロータリー以外のより大きな力があるだ

ろうか？我々にはータリーの責務を高める覚悟

がある。奉仕活動と才能と労力を掲げる覚悟が

我々にあるのならば世界は必ず変えられ

る。”Yes, we can”だ」と私たちに語りかけま

した。世界中から集まったガバナーエレクトは会

長の熱意と情熱にスタンディングオベーション

で応えさせていただきましたことをお伝えいた

します。そこで私はカバナーになる為にポールハ

リスの心をしっかり勉強し、原点に返って「ロー

タリーの心」とは何かを問い直してみました。 

現代の社会は人の心の豊かさを見失った、人と

人との絆の薄い殺伐とした社会になっています。

このような社会であるからこそ自己中心的な考

え方とは対極にある、人のために役に立ちたい、

その為に奉仕するのだという「ロータリーの心」

が大切になってくるのだと思うのです。誰もが幸

せになりたいと思っています。しかし、自分さえ

良ければ良いと言う利己的な考え方で本当の幸

せは掴めるでしょうか。絶対に掴めないと思いま

す。人として本当の豊かさ、本当の幸せを掴む為

には「ロータリーの心」である、人のために役に

立ちたいと思う「利他の心」で生きることだと信

じたいのです。そこで私の年度の地区テーマを、

幸せな未来を創るために「利他の心で行動しょ

う」と決めさせていただきました。この思いは 7

月号の「月信」に書かせて頂きましたのでお読み

いただければ幸いです。本当でしたら皆様にお配

りするのが筋ですが、地区の予算の関係上 8月号

からネットでお読み頂きたくご了承くだされれ

ばありがたいと思います。 

３年未満の方達もロータリーライフを通して

本当の「ロータリーの心」とは何かを掴んで頂き

一人でも多くの人に「人のために役立つ」これが

人生の目的なのだとを伝えていくことがロータ

リアンの使命なのか、そうする努力がﾚｲ･ｸﾘﾝｷﾞﾝｽ

ﾐｽ RI 会長の「ロータリアンの手で世界をより良

いものにして行こう」の願いだと考えております。 

入間ロータリークラブの山岸会長は「ルネッサン

ス 輝く未来へ」を掲げて 50 周年を迎えられま

したが、この山岸会長の「入間ロータリークラブ

の歴史と伝統を重んじつつも、輝かしい未来に向

かって会員の皆様とともに努力する覚悟です。」

の心を私もしっかりと受け止めて入間ロータリ

ーの皆様と共に少しでも明るい世の中を創るた

めに頑張って生きたいと考えておりますので、ご

協力のほど宜しくお願い申し上げます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■会長方針          山岸 義弘会長 

先般の地区指導者育成セミナーにおいて二つの

言葉が印象的でした。 
1.箸よく盤水を回す ほんの小さな力でも、継続
をしていると大きなうねりになる。ロータリー

の奉仕活動にとって心強い元気の出る言葉だと

言われております。 
2.ルネッサンス 「ロータリーの未来は」いかに
あるべきかとの講演がありました。そのなかで

は現在を変革期と捉え、ロータリーに未来があ

るとすれば、まさしく原点に戻りつつも、ルネ

ッサンス期が到来すべきである。 
入間クラブ１００年にむけてのスタートの年に

あたり、古きよき伝統を大切にしながらも、新し

いテーマにも挑戦していくことが大切、派手な事

業はなくても内部を充実していく事が大切と考え

ております。RI会長も「会長年度に達成したいこ
とは何ですか？」の問に対して、「私たちが行って

いることのすべてを管理面から考察して、それが

最善の方法なのか、単に慣習であるのかを考え、

より良い方法があるかどうかを検討したい。」と述

べられました。入間ＲＣの歴史と伝統を重んじつ

つも、輝かしい未来（ルネッサンス期）に向かっ

て、会員の皆様とともに努力するという意味でク

ラブテーマを「ルネッサンス 輝く未来へ」とさ

せていただきました。具体的な本年度の方針は、

①<青少年交換プログラム＞派遣＝板木麻耶さん、
豊岡高２年在学 1630 地区へ。受入＝PIRON 
Charies君、ベルギー1630地区より県立豊岡高校
②創立 50周年記念継続事業・LED防犯灯の設置
及び月桂樹移植事業（米山記念館）の実施③会員

増強目標、純増３名④魅力ある例会プログラムの

充実⑤家庭集会の活性化⑥効果的な広報活動⑦運

営全般の効率化を図る。 
■クラブ奉仕委員会     吉永章子委員長 

“親睦から奉仕”への最も基本的奉仕活動の分

野です。当クラブは 11 の委員会で構成されてい

ます。他の全ての奉仕委員会が効果を上げるため

にはクラブ奉仕が円滑に運営されていなければ

なりません。クラブの例会やプログラムに参加し

たり、委員会の活動に加わったり、会員増強を推

進したりすることはどれもクラブの役に立ちま

す。そしてすべての奉仕委員会の重要な要素は親

睦です。親睦があればこそクラブ会員は高い出席

率を維持し力を合わせて他者への奉仕に最大限 

 

 

の成果を上げたいと思う意欲を持つのです。会長

方針と各委員会の活動方針に沿って①例会プロ

グラムの充実化②会員相互、家族を巻き込んだ親

睦活動③会員増強は純増 2 名 女性会員の勧誘

④ロータリアン教育⑤地元地域社会にロータリ

ーの PR を重要項目としました。 

■職業分類委員会      関根靖郎委員長 

地域社会の職業を新たに調査し、時代に即した

職業分類を考える。会員増強委員会、会員選考委

員会に協力し拡大への推進を図る。活動計画とし

て地区内各種業界の会員名簿等を参考にし、地域

社会の職業活動に留意し分類表の整備にあたる。

未充填職業については理事会・増強委員会・選考

委員会と相互連絡を密にしてその充填に努める。 

■会員選考委員会      大野賢次委員長 

会員に推薦された人を個人的な面から検討し、

その人格、職業上及び社会的地位並びに一般的な

適格性を考慮し、全ての申し込みに対する委員会

の見解を理事会に報告する。活動計画としては、

会員増強委員会、職業分類委員会と連絡を密にす

る。会員候補者の基本的な考えとしては例会に出

席できる人・ロータリー活動に理解のある人・協

調性がありクラブに溶け込める人であればどな

たでも入会して頂きたいと考えております。 

■会員増強委員会      忽滑谷明委員長 

クラブ運営を考えた時、会員増強は必要不可欠

です。更なるクラブ飛躍の為、人格・知性・道徳

を備えた多くの新入会員を迎え入れます。 

新入会員3名(内心5名)退会者0名を目標とす

る。毎月１回例会において会員増強の進捗状況を

報告し、情報の提供、協力を要請する。8月の会

員増強月間では、例会にて卓話を実施し会員増強

の必要性と会員の意義向上を計る。又前年度のリ

ストを参考に再作成し、積極的に入会を勧める。 

■ロータリー情報委員会   山畑雅廣委員長 

ロータリーの友は、左から捲ると世界、右から

捲ると日本と色々の情報が載っております。カバ

ナー月信や学友会たより等、情報収集は豊富に揃

っていますので、会員は自覚して情報収集を行っ

ていただきたい。今年はロータリー用語が複雑に

なってきておりますので、力を入れていきます。 

■出席委員会        宮崎正文委員長 

例会や委

員会出席は

活動の基本

で、会員相互

の理解・親睦

を深め、クラ

ブ運営にと

って重要であり、目的・運営方針を理解して充実

した活動を行っていく為に、積極的に出席するよ

う取り組んでいきたいと思います。作成しました

プレートの活用宜しくお願いいたします。 

■■■第３回クラブ協議会■■■ 【午後１時４５分開始】



■会報委員会        水村雅啓委員長 

見やすい、分かりやすいを心がけ臨場感のある

週報の刊行により、クラブ例会、委員会活動、ロ

ータリー行事などを伝え相互の理解を深め活動

に貢献していき、クラブの歴史を伝える資料とし

て活用できるよう情報内容を精査し充実したも

のになるよう編集していきたいと思います。 

■親睦活動委員会      吉沢誠十委員長 

会員相互・来訪者・他クラブ・家族において親

睦活動を行い、友好的なクラブを目指します。特

に昨年度行えませんでした親睦旅行を今年は実

現できれだと考えております。 

■雑誌委員会        友野政彦委員長 

例会時に「ロータリーの友」の記事を紹介させ

たり、投稿を奨励してロータリー雑誌の講読に対

する会員の関心を深めてまいります。 

■プログラム委員会     西山祐三委員長 

会員皆様のご協力を賜りながら、有意義で、そ

して楽しめる例会を目指します。活動方針として

は１・第一例会は基本的には会員卓話を予定しま

す。２・ロータリー月間に応じた例会を企画しま

す。３・移動例会などを多めに実施したいと思い

ます。尚、例会プログラムは 10 月迄は、ほぼ決

定していますが、11 月以降卓話等が未定ですので、

会員皆様方からの紹介をお願いします。 

■広報委員会        上野弘勝委員長 

プレスリリースのサンプルとして植樹や LED

防犯灯設置を取り上げてみようと思っています。

地元近隣各種事業の後援、協力等の活動を各種メ

ディアを活用し、地域の方々に対しロータリーク

ラブの認知度向上を計ってまいります。 

■ロータリー美術館      岩崎茂委員長 

今日の多くの美術品にカバナーも心を癒され

ながら平常心で迎えられたことだと思います。 

来年５月には、自分達の作品を持ち合った美術

館を実現させたいと思っています。又、能と狂言

の古典芸能を学習したいと思っていますので、今

年のロータリー美術館は例年と一味違うな、と期

待してください。 

■職業奉仕委員会      加藤国夫委員長 

職業奉仕はロータリークラブの活動の根幹を

なすものと考えられますので、委員会を軸として

検討し職業を通してより良い奉仕活動に努めま

す。特に学生の社会体験を通じて若い人たちが社

会において健全な育成が出来る様バックアップ

していく事が職業奉仕の一環と考えこれを軸に

活動して参りたいと思います。 

■健康管理委員会      山根宏夫委員長 

会員及びご家族の健康に関する関心を高め、自

己管理・社員の健康維持に対する最新の知恵を得、

かつ日常に実践する。活動方針としては 2回程度

の健康卓話、ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種、脳ドックを中心

とするドックの実施を行います。 

■社会奉仕委員会      松井秀男委員長 

本年、来年とも LED 防犯灯を 40 基設置・月桂

樹移植の維持管理・入間 RC の設置した看板等の

整理・加治丘陵の保全活動協力・地域交流会への

出席及び情報交換・ブライダル委員会への活動協

力・奉仕活動を通して入間 RC を PR・入間 RC と

して特徴のある活動を模索展開する。 

■地域発展委員会      後藤賢治委員長 

入間市の各行事等に積極的に参画し、地域の発

展・活性化に繋がるよう活動していきます。先ず

最初に万燈祭り(10/23～24)に参加が決まってお

ります。地場産業への協力と地元商店街の応援

PR に協力する。加治丘陵保全活動に参加を計画

する。 

■環境保全委員会      諸井克彦委員長 

加治丘陵の間伐をし、雑木を増やし、下草を刈

って平等に光が当たる様に保全して緑豊かな森

作りに努めます。食餌木植栽、余り聞き慣れない

言葉と思いますが、鳥や動物が木の実など食べ、

その食べた種を遠くに持って行き糞と一緒に種

子を落とし発芽して森作りに一役かってくれま

す。時間が掛かりますが合理的だと思います。 

■国際奉仕委員会      齋藤栄作委員長 

「ﾃﾞｨｽｶﾊﾞﾘｰ&ﾁｬﾚﾝｼﾞ」を委員会テーマとし、埋

もれたロータリーの古き伝統を再発掘し、新たな

テーマには果敢に挑戦し、あわせて国際奉仕活動

への理解推進を図っていく覚悟でおります。久々

の青少年交換プログラムによってベルギーから

PIRON Charies 君を向かえ新世代部門が新設
されます。そして日豪青年相互交換プログラムが

35 周年を迎える今年、カバナーとしてどの様な
事をお考えなのかお聞きしたいと思います。 

■新世代部門委員会     滝沢文夫委員長 

次世代を担う若い人々の育成に努め、青少年交

換プログラム、インターアクト、ローターアクト、

日豪相互交換、ロータリー青少年指導プログラム

等に積極的に新世代を応援してまいります。 

又、奨学生、派遣学生のその後の活動をクラブ内

で案内したいと考えております。 

■世界社会奉仕委員会    晝間和弘委員長 

第 2570 地区の推薦する世界社会奉仕事業に積

極的に協力する。1.世界寺子屋運動への支援と協

力 2.ネパール就学里親制度への会員の理解と協

力を推進する 3.飢餓ランチを行いパーマネント

ファンドに協力する。4.万燈祭りでの募金推進 

■ロータリー財団委員会    吉沢誠十委員 

ロータリー財団の趣旨を会員に理解して頂き、

前年度以上の寄付目標達成の為、声を掛け活動す

る。又ロータリー財団に卓話をお願いする。 

■米山奨学委員会       繁田光委員長 

米山奨学会の歴史、及びその意義を会員各位に

周知し、その趣旨に沿って寄付の協力をお願いす

る。地区寄付目標達成(一人当たり 2万円)・奨学

生による例会での卓話(9 月に予定)・奨学会の歴

史、社会での活躍を調べ例会等で紹介する。 

～～～西川ガバナー・磯田カバナー補佐より 

それぞれ総評・講評を頂きました～～～ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリー美術館 

会報委員会(水村 滝沢 宅見) 

今年もガバナーの公式訪問を歓迎して、盛大に「ロー

タリー美術館」を開催いたしました。会員所有の美術

品、会員や家族の作品等、多数が展示されました。 
西川ガバナーには出品者の説明を聞きながら、作品を

楽しんで頂きました。また、ロータリー美術館に対し

て高い評価を頂きました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜出席報告＞      宮崎正文出席委員長 

会員数 出席数 出席率 前回修正率 

45 名 25 名 62.5％ - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

＜在籍表彰＞ 

齋藤福太郎会員（45 年） 

宮寺成人会員（15 年） 諸井克彦会員（5年） 

＜ホームクラブ出席率１００％表彰＞    

繁田光会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010-2011 年 RI テーマ 第５号 ２６１５回例会  ２０１０年７月２９日（木） 

■2010-2011ＲＩ会長レイ・クリンギンスミス 

■ＲＩ第 2570 地区ガバナー：西川 武重郎 

■会長：山岸 義弘 幹事：関谷 永久 会報委員長：水村 雅啓  

■当番：吉沢 誠十 
☆会場：魚いち 点鐘：午後６時３０分

■■■会長の時間          山岸義弘会長 

先週は公式訪問でした。お蔭様で無事終了することができ、西川ガバナー、磯田ガバナー補佐より、

さすが入間という評価をいただけたものと思っています。 
本日は恒例の新旧役員慰労会です。昨年度は細淵会長のもと、素晴らしい一年でした、特に１１月に

は創立５０周年の記念式典を盛大に執り行うことができました。お疲れ様でした。 
今年度は来月からいよいよ会員増強月間がはじまります。最初の例会は会員増強委員会が中心となっ

て、増強のためのグループディスカッションの予定です。９月末までには、実際の成果が上がるような

行動計画を具体的に作成してほしいと思います。ともあれ、昨年の 50周年、今年の増強或いは、奉仕
活動について、酒の肴にしていただきながら、時間のゆるすかぎり、親睦も深めていただきますようお

願いいたします。 

2009-10 年度 100%出席者記念写真
齋藤福太郎会員 在籍 45 年表彰 

表彰を受けられた皆さん  おめでとうございます！ 

細淵年度から山岸年度へ 

細淵前会長ご苦労様。 

山岸新会長一年間よろしく！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■2010-2011ＲＩ会長：レイ・クリンギンスミス          ■ＲＩ第 2570 地区ガバナー：西川 武重郎 

■会長：山岸 義弘 幹事：関谷 永久 会報委員長：水村 雅啓   ■当番：上野 弘勝 

 

 
 
 
＜8月プログラム＞ 

 

＜出席報告＞      宮崎正文出席委員長 

会員数 出席数 出席率 前回修正率

45 名 32 名 74.4％ 90.7％ 

＊事前欠席連絡 6名 

 

＜今月のお祝い＞ 

会員誕生 森田 英郎君  

夫人誕生 
齋藤純江様 荒井和子様 
関根保子様 

 

＜ビジター・ゲスト＞ 

直前ガバナー     加藤 玄静様  
青少年交換派遣学生  板木 麻耶様 
米山奨学生    コチャワン・パッタマー様 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞    粕谷康彦ＳＡＡ 

山岸義弘君、関谷永久君、齋藤栄作君、細淵克

則君、吉永章子君～加藤直前ガバナーようこそ入

間 RCへ。平岡達也君～加藤直前ガバナーようこ
そ・公式訪問、夜間例会欠席失礼いたしました。

齋藤福太郎君～慰労・激励会の折在籍 45 年表彰
を受けました。友野政彦君～「ロータリーの友」

に記事が載りました。滝沢文夫君～板木さんもう

直ぐ出発ですね体調に気をつけて頑張って下さ

い。繁田昌利君～早退致します。 
 
本日¥29,000      累計¥138,000 
 

会員増強･拡大賞表彰 直前ｶﾞﾊﾞﾅｰ 加藤玄静様 

 
杉山さん

頑張ってい

ただいて、99
歳！齋藤福

太郎さんは

45 年在籍で
85 歳、他の
クラブでは

絶対トップ

なのですがこのクラブでは目立たないというお

話しを聞いて 45 年在籍しているということが、
今日の表彰の証かなと思いました。 
昨年 5月 31日締め切りで 54クラブ会員の動

向を調査した結果、当地区では 4クラブ 4部門で
表彰されました。熊谷と本庄は入会者が多かった

こと、熊谷東は入会率が一番で頂いています。当

クラブは会員増強の退会防止率が 0 ということ
で表彰状を直にお渡しに来ました。おめでとうご

ざいます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 当番 内 容 

5 日 上野 会員増強委員会 

12 日  クラブ定款により取り止め 

19 日 岩崎 
講師 ベルギー観光局 

ダミアン・ドーム様     

26 日 石川嘉 

講師 豊岡高校校長 

成瀬 英二様 

｢高校教育の現状｣ 

The Rotary Club of Iruma  Club Bulletin 

入間ロータリークラブ週報      

■例会日：木曜日 12：30～13：30   

■例会場：丸広百貨店入間店６Ｆ バンケット・ホール  

Tel.04-2963-1111

■事務所：〒358-0023 入間市扇台 3-3-7 ハイツ斎竹 101 号 

Tel.04-2964-1700 Fax.04-2965-5788    

Email：iruma－rc＠jupiter.plala.or.jp

2010-2011 年 RI テーマ 第 6号 ２６１６回例会  ２０１０年８月５日（木） 

《ﾛｰﾀﾘｰ情報》 

RI会員増強・拡大賞について 
 

☆クラブにおける会員増加、現会員の維持、新

クラブの結成を表彰するために、RI理事会はRI

会員増強・拡大賞を設けています。 

☆RI会員増強・拡大賞は、７月１日～５月15日

までの以下の分野における業績に基づいて、地

区内のクラブに授与されます。 

● 全般的な増加 増加率（パーセント）の最も

高いクラブ 

● 勧誘 入会した新会員数が最も多いクラブ 

● 維持 会員維持率*（パーセント）の最も高

いクラブ 

● 新クラブ 新クラブのスポンサーとなった

クラブ 

*会員維持率とは、クラブに７月１日以前に入会

し、5月15日の時点で在籍中のクラブ会員の割合

のことです。 



青少年交換派遣留学生      板木麻耶様 

 入間 RC ク

ラブのスポ

ンサーの元

8/24 にベル

ギー出発す

ることにな

りました事

を報告いた

します。私が

今日着てき

ましたブレ

ザーには今

年の来日学生達から貰った沢山のバッチが付い

ています。 

私もベルギーで沢山の人達と友達になって一

年後帰ってきた際には一杯バッチが付いている

くらい友達を増やして、例会での報告が出来ます

よう文化を学んできたいと思いますので、応援宜

しくお願いいたします。ありがとうございました。 

 

■■■会長の時間       山岸義弘会長 

８月１日に青少年交換委員会カウンセラー．ホ

ストファミリー会議が志木市で開催され、カウン

セラーの摂田会員．ホストファミリー岩崎会員．

新世代委員長の滝沢会員と私の四人で参加して

きました。今年度は３名の受入で志木 RC・狭山

RC・入間 RC にブラジル・アメリカ・ベルギーか

らです。会議ではカウンセラー ホストファミリ

ー クラブの役割等の説明あり、最も大切なこと

は来日学生を家族の一員として扱う事。クラブや

ホストファミリー間に金銭的対応の格差が生じ

ることを極力さける為に来日学生の個人的費用

（電話 郵便 個人的交通費 入場料 飲食等）

はあくまでも本人に負担させる。本人は 8/12 朝

に成田に到着いたします。ローテックスの 2名と

ともに出迎え、その後は平岡達也会員宅でホスト

をしていただきます。高校は 8/24 日から二学期

が始まりますので、その間は是非皆さんで機会が

ありましたら、連れ出して頂きたいと思います。 

先日皆様に入間ＲＣホームページの会員ログ

イン・ＩＤ.パスワード届出書の提出をお願いい

たしました。これは会員限定の場所にアクセスす

るためのものです。現在 20 名程度登録してあり

ますが、まだまだ利用されていません。会員間の

伝言板とメール機能も備えていますので、是非有

効活用してください。又、週報等配布物の送付方

法のアンケートも宜しくお願いたします。ガバナ

ー月信も今月からはクラブに３部しか送られて

きません。出来るだけ印刷物を少なくして、電子

的な配布に切り替えていく方針です。 

いよいよ今月は会員増強月間です、本日は会員

増強委員会が例会を担当して、今年度の純増３名

できれば５名で会員数５０名の達成のための例

会としています。従来の候補者のリストアップも

必要ですが、是非その対象者を、「誰が誰々と一

緒に何時入会の勧誘に行くか？」という、具体的

な行動計画を決めていただきたいと考えます。 

８月、９月の２ヶ月間で３回は同じ候補者にお願

いに行って頂き、訪問時の状況を、委員会に報告

して、進捗状況を把握していきたいと思いますの

で、是非とも宜しくお願いいたします。 

嬉しいことに本日は齋藤栄作会員の推薦で、一

名の入会候補者の発表ができます。 

 
■■■幹事報告        関谷永久幹事 

第 2回理事会報告 

＜協議事項＞ 

1. 新入会員候補の入会承認、本日より７日以内
に異議が無ければ承認となります。 

2. 恒例の万燈まつり協賛金 10,000円→承認 
3. 前年度事業決算報告は以下の条件付にて承認 

*運営費の予算変動は予備費を以って処理し
ていますが近年の処理済の報告を次回理事会

にて説明する事。 
4. ９月のプログラム→承認 
１６日は『中秋の名月』を眺めながらの夜間

例会を蜻蛉亭にて行う。 
5. 事務局の 8/11～13日迄の夏季休暇→承認 
6. 7/29日新旧役員慰労激励会会計→承認 

 
＜報告事項＞ 

1. 今年度会費、事業参加費納入をお願いします。 
2. 次回８月１２日例会は規則によりお休みです。 
3. 永仁会の納涼祭参加については会長個人の参
加となりました。 

4. 週報等会員連絡事項の伝達方法に付いてアン
ケートを実施します。 
 

■■■回覧、配布物 

① カバナー月信 
② 学友会ニュース 
③ 8/17(火)青少年交換留学生歓迎会出欠席表 
④ 入間市観光協会会報「茶の香めーる」 
⑤ ロータリー囲碁同好会第９回全国囲碁大会 
⑥ 入間市環境まちづくり総会議事録 
⑦ RI 第 2570 地区 2009-10 ガバナー事務所閉鎖
のご連絡 

⑧ 他クラブ週報 
 

■■■委員長報告 

会報委員会         水村雅啓委員長 

 4,5 号の週報は合併号です。週報等の伝達方法

アンケートの結果によっては、今後、週報は HP

上で入手することになる可能性があります。 

 

雑誌委員会         友野政彦委員長 

 「ロータリーの友」21 ページに我クラブの記

事が載っています。小田会員の奥様が代表を務め

る新舞踊会が私どもの施設に慰問に来てくださ

った時のものです。 

 



プログラム委員会      西山祐三委員長 

 ９月度のプログラム予定表を報告します。 

9/2 卓話 マウス 森様 9/9 入間市教育委員長 

9/16 夜間例会(蜻蛉亭) 9/23 法定休日 9/30 卓話 

石川 PG となります。11 月以降会員卓話の予定が

決まっておりませんので自薦、他薦問わずご推薦

頂きたくお願い申し上げます。 

 

広報委員会         上野弘勝委員長 

7/24 に第一回クラブ奉仕部門（広報）セミナ

ー（東松山「紫雲閣」）に関谷幹事及び吉永クラ

ブ奉仕委員長と参加いたしました。RCの認知度
は欧米の 70～80％台に比べ日本は 30％台とかな

り開きがあり、日本の RCが「宣伝が不得意では
ないか」との意見がでました。今後は認知度向上

の為、様々な方法で PRに努める必要性を強く感
じました。広報委員会としても対外アピール活動

で認知度を高めたいと考えております。 
 
職業奉仕委員会       加藤国夫委員長 

前年度、加藤 G 年度で「福祉と健康」と言う
スローガンのもと社会奉仕委員会事業の一環と

して、福祉施設「埼友会シルバーセンター」慰問

を行いました。その事業報告をロータリーの友に

応募したところ、採用され掲載されました。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

国際奉仕委員会       齋藤栄作委員長 

 8/1 日東松山紫雲閣にて国際奉仕部門セミナー

が行われ、OK バジこと垣見一雅様が講演されま

した。バジとは「じいさん」の意味です。ネパー

ルにて教育が出来ない理由を 3 つ挙げられまし

た。貧困、無理解、共生の不足です。現在皆様の

寄付等により貧困を理由に教育が受けられない

事は殆ど無いそうです。与えるだけでなく自立を

促すプログラムとしてマイクロクレジット(ヤギ

の飼育による収入プログラムなど)を行っていま

す。今後、先生の不足も視野に入れて自立プログ

ラムと寄付との複合をロータリーとしても考え

る時期に来ているようです。 

 

新世代部門委員会      滝沢文夫委員長 

  7/18 インターアクト年次大会に齋藤(栄)委員

長と出席。8/1来日学生カウンセラー会議に出席。 

8/12 交換学生ピロン君が来日します カウンセ

ー、ホストファミリーの皆様と出迎えに行きます。 

8/16,18,20 の 3 日間ピロン君の世話をして下さ

る会員のお願いをします。8/17 ピロン君歓迎会

を行います。           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■■「会員増強に関するディスカッション」■■■ 

会員増強委員会担当

 

《ﾛｰﾀﾘｰ情報》 

入会までの流れ 

 

当クラブの推薦者が会員候補者の氏名・職業・役職等

を書面で理事会に提出します。 

            ↓ 

会員選考委員会は、候補者に対し、ロータリアンとし

ての人格を見極め、入会の適性を理事会に報告します。

理事会で会員候補者の職業分類・会員資格の条件を満

たしているか確認します。 

            ↓ 

理事会の承認が決定した後、改めて会員候補者にロー

タリーの様々なルールを説明し、会員申込書に記載し

てもらいます。 

            ↓ 

当クラブの全会員に7日間の告知をします。意義申し立

てが出なかった時点で入会金を納めて、クラブ会員と

して登録されます。 

            ↓ 

手続き完了後、通常例会の中で新会員 

の入会式を行い会員証・バッジ 

他、活動に必要な 

資料を贈呈します。 

会員増強月間によりグループディ

スッカションを開催。各テーブル毎

に、入会候補者のリストアップととも

に、各候補者に対する勧誘のための訪

問責任者を決め、8 月・9 月に訪問を

お願いしました。なお、訪問時の報告

書を速やかに会員増強委

員長に提出するよう要請

しました。勧誘時の説明

ツールとして使用する為

に、ロータリーの友８月

号を追加購入する事とし

ました。 



《ﾛｰﾀﾘｰ情報》 

田中作次氏、2012-13 年度 RI 会長に 

 

日本から三人目の RI 会長がノミネートされました。埼玉県、八潮（やしお）ロータリー・クラブ

会員の田中作次氏が、指名委員会により 2012-13 年度の国際ロータリー会長に選出されました。 

ロータリー財団管理委員として、田中氏は 2009 年バーミンガム国際大会委員会の委員長を務めら

れました。ロータリーに関するその他の任務として、RI 理事、ロータリー財団地域コーディネーター、

地区ガバナーとして活躍されたほか、ポリオ撲滅提唱グループ、恒久基金委員会、未来の夢委員会の

委員を務められました。 ロータリー平和フェローシップ基金を設立した田中氏は、京子夫人ととも

に、ポール・ハリス・フェロー、恒久基金ベネファクター、大口寄付者となっています。受賞経歴と

して、超我の奉仕賞、ロータリー財団の特別功労賞を受賞されています。 

田中氏が代表取締役を 32 年間務めた家庭紙卸売業の株式会社タナカは、1995 年に株式公開した後、

日用品雑貨卸売販売業者の株式会社ダイカと合併しました。現在、八潮市商工会の副会長である同氏

は、その後、商圏を全国展開するために再度合併した株式会社あらたの相談役を務めています。また、

ビジネス経営を専門に学び、全国家庭紙同業会連合会の会長任務を 8年間務められました。  

田中氏と京子夫人には、3人のお子さんと 5人のお孫さんがいます。 

瓦瓦版版・・すすぎぎややまま vvooll..1177  

「日露戦争」 

日露戦争も日本海海戦には大勝利を得たし満州の陸戦でも優勢だった。然し長期戦と

もなればロシアの大国に比し日本は特に経済力に於いて貧弱だったので参謀総長の児

玉源太郎は停戦の汐時と見て停戦に懸命だった。日本人に金子堅太郎という人物が居

た。アメリカ大統領ルーズベルトの大学の同級生で日露戦争中、駐米大使に任命し日露

戦争の詳細を報告していた(戦争に有利に導いた)。 

日露戦争の調停役をすれば歴史に名が残ると言いルーズベルトもその気になり停戦

を両国に呼びかけた。小村寿太郎とウィッテの両国代表交渉はアメリカのポーツマツで

開く事になる。交渉は難行した。日本は勝ったつもりでもロシアは思わない。たまたま

英国海軍がロシアの暗号電報を解読し、樺太の南半分ならば譲っても良いとの条件を日

本海軍に知らせてくれた。小村代表も散々粘ったが、最後は其の条件で平和条約は成立

した。抑さまらないのは日本国民で、日比谷公園で焼打事件を起こし、条約を廃棄して

モスコーまで攻め行けと主張した。政府はそんなこと出来る訳なく静観した。小村大使

は歓迎されるどころか帰国したことさえ知られなかった。 

ルーズベルトはこの状況をみて将来太平洋に於いて日米戦争を予言したという。 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

会報委員会（水村 滝沢 宅見）

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■2010-2011ＲＩ会長：レイ・クリンギンスミス           

■会長：山岸 義弘 幹事：関谷 永久 会報委員長：水村 雅啓   

 

 
 
 
＜出席報告＞       宮崎正文出席委員 

会員数 出席数 出席率 前回修正率 

46 名 35 名 77.8％ 75.0％ 

＊ 事前欠席連絡 4名 

＜ビジター・ゲスト＞ 

ベルギー観光局ワロンブリュッセル  

日本支局 局長 ダミアン・ドーム様 

入間南ＲＣ会長     澤田 廣造様 

埼玉県立豊岡高等学校 主幹教諭 松本康二様

青少年交換留学生    ピロン・チャーリー様 

青少年交換派遣学生   板木 麻耶様 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞     粕谷康彦ＳＡＡ 

山岸義弘君～豊田さん入会おめでとう、ドームさ

ん始めお客様ようこそ。齋藤栄作君、野村信一君

～豊田さん入会おめでとう。齋藤栄作君～澤田会

長、ダミアンドーム様ようこそ。平岡達也君～豊

田さん入会おめでとう、チャーリー君のホストフ

ァミリーをしています。美味しいお料理作っても

らいました。友野政彦君～チャーリー君の歓迎会

参加できず申し訳ありません。細淵克則君～スー

パーカー天気が怪しく乗ってきませんでした。 
     本日¥8,000    累計¥146,000 
 

＜入会式＞ 

日豊鉱業株式会社 代表取締役   豊田義継様    
 
齋藤栄作さ

んのご紹介に

より入会する

ことになりま

した。今山岸

会長よりバッ

チを頂き青年

商工会議所入

会以来の新鮮

な気持ちで一杯です。皆様のご迷惑にならないよ

う一生懸命遣らせていただきますので宜しくお願

いいたします。ありがとうございました。 

■■■会長の時間       山岸義弘会長 

我々多くのメンバーは、ベルギーについては、

ヨーロッパでフランスの北に位置して、首都はブ

リュッセルというくらいの知識しか持ち合わせ

ていません。これから一年間キャル君をお世話さ

ていただくにあたり、会員の皆様全員がこの機会

に是非彼の国についての認識を深めて頂き、お互

いに理解しあえ、より親睦親善が計れる様にと、

今日の卓話をお願いいたしました。支局長にはご

多忙のなかを快くお出で頂き大変感謝しており

ます。宜しくお願いいたします。 
前回の例会では、会員増強のためのディスカッ

ションを行わせていただきました、結果のフォロ

ーについては、忽滑谷委員長があらためて各会員

にお願いをさせていただきます。ツールも用意を

いたしましたので、是非とも恐縮ですが足で行動

していただき、増強目標の早期達成を宜しくお願

いいたします。先日の週報等の配布連絡方法のア

ンケートの結果は、メールでＯＫは週報１０名、

連絡は１９名でした。今後は郵送代の節約にもな

りますので会長幹事会において、各クラブへの週

報の送付もネット経由でどうかとお願いしてい

くつもりです。又、入間ＲＣホームページの会員

ログインＩＤパスワードの届出ですが現在、登録

している方は会員４６名中１９名１回でもログ

インした方９名、年度にログインした方８名、メ

ール機能を使用した方２名、伝言版機能を使用し

た方１名で、まだ十分に活用されておらず、もっ

たいない状況です。この件に関しては担当の委員

会がありませんので、幹事か私がフォローをして

いくつもりですが、インターネットを使っている

方は是非登録をして下さい。大変使い勝手の良い

ＨＰに出来上がっており、他のロータリークラブ

のＨＰと比較してもトップクラスの機能を備え

ていると思います。 

 

■■■幹事報告         関谷永久幹事 

1. 8/17 ピロン君、板木さんの歓送迎会が多数の
会員出席のもと盛大に行われました。ありが

とうございました。 
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入間ロータリークラブ週報      

■例会日：木曜日 12：30～13：30   

■例会場：丸広百貨店入間店７Ｆ さくら草ホール   

Tel.04-2963-1111

■事務所：〒358-0023 入間市扇台 3-3-7 ハイツ斎竹 101 号 

Tel.04-2964-1700 Fax.04-2965-5788    

Email：iruma－rc＠jupiter.plala.or.jp

2010-2011 年 RI テーマ 第７号 ２６１７回例会  ２０１０年８月１９日（木） 

■ＲＩ第 2570 地区ガバナー：西川 武重郎 

■当番：岩崎 茂 



2. 本日、会長幹事と留学生両名で、入間市長に
表敬訪問いたして参りました。 

3. 8/21 ロータリー財団セミナー小田委員長出席   
4. 今年度の会費と事業費宜しくお願い致します 
 

■■■回覧、配布物 

① 会長・幹事会収支会計報告書 
② 米山梅吉記念館 館報 
③ ２０１０－１１年度ＲＩカタログ 
④ 他クラブ週報 
 

■■■委員長報告 

会員増強委員会       忽滑谷明委員長 

 今月は会員増強拡大月間ですので目標５名達

成の為、簡単なパンフレットと冊子を用意いたし

ましたので是非会員候補者を訪問して頂きます

よう宜しくお願いいたします。 

国際奉仕委員会       齋藤栄作委員長 

 青少年交換留学生のピロン君は、入間ＲＣと南

ＲＣが協力して受け入れている留学生です。会員

一人一人が全員で迎えたいと思っていますので

ご協力宜しくお願いいたします。8/31,9/1 は予

定が空いておりますので、ピロン君を誘って頂け

る方は滝沢委員長までご連絡ください。 

新世代部門委員会      滝沢文夫委員長 

8/12 ピロン君お迎え・8/17 ピロ

ン君、板木さん歓送迎会・8/19 入

間市長表敬訪問・8/23 豊岡高校

へ挨拶＆年間行事等打ち合わ

せ・8/24 板木さん出国ピロン君

はホストファミリーに任せずに、

クラブメンバー全員でお世話してください。 

クラブ奉仕委員会      吉永章子委員長 

 ８月１４日（土）、米山記念奨学会副理事長、
金子千侍先生お膝元の秩父市皆野町に於いて恒

例の秩父音頭まつりが開催されました。米山奨学

生も参加して日本の文化の一つを堪能出来た事

と思います。翌日、朝日新聞に大きく掲載されて

いますのでご報告致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■■ 講 師 卓 話 ■■■ 

ベルギー観光局ワロンブリュッセル  

日本支局 局長 ダミアン・ドーム様 

 

来日して２０年になり

ますが、今日は入間とベ

ルギーとの架け橋になれ

る様30分と短い時間です

が宜しくお願いいたしま

す。ベルギーは北はイギ

リス、オランダ、南にフ

ランス、東はドイツに囲

まれた四国と同じ位の面

積の小さな国、そしてヨ

ーロッパの首都です。ピロン君の出身であるワロ

ン地方はベルギー南部の自然豊かな地域で、小ぢ

んまりした町や村が点在し、ゆったりした時間が

流れています。美しい村々として登録されている

24 の村周辺には古城も多く花を村全体で飾った

りしています。又アートな見所が沢山ありアール

ヌーヴォー建築の建物や、オペラや演劇鑑賞も楽

しむことが出来ます。 

ベルギー

はレストラ

ンなどのレ

ベルが高く

何処へ行っ

ても美味し

く、食事に欠

かせないベ

ルギービー

ルは 800 種

類といわれ度数、色、味もさまざまです。チョコ

レートは何処のお店でも作っていて自分に合っ

た物を探すのも楽しいのではないでしょうか。美

しい景色と美味しい食事とビール・チョコレート

等のスイーツを堪能しに是非ベルギーに入らし

て下さい。お待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

会報委員会（水村 滝沢 宅見） 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

８月１７日（火）午後６時～ 

まるひろ さくら草ホール

青少年交換留学生のピロン君と板木さんの歓送迎会を盛大に開

催いたしました。板木さんのご両親も参加して、ｶｳﾝｾﾗｰ､ﾎｽﾄﾌｧﾐ

ﾘｰ等ｸﾗﾌﾞﾒﾝﾊﾞｰと楽しく歌い、歓談しました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■2010-2011ＲＩ会長：レイ・クリンギンスミス           

■会長：山岸 義弘 幹事：関谷 永久 会報委員長：水村 雅啓   

 

 
 
 
＜出席報告＞      宮崎正文出席委員長 

会員数 出席数 出席率 前回修正率 

46 名 33 名 75.0％ 81.4％ 

＊ 事前欠席連絡 6名 

＜ビジター・ゲスト＞ 

埼玉県立豊岡高等学校 校長      成瀬 英二様

ＲＩ第 2570 地区クラブ奉仕部門委員長   

（新狭山ＲＣ）   井花 富男様 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞     粕谷康彦ＳＡＡ 

井花 富男様～山岸さん、関谷さん同期として応

援します頑張って下さい。山岸義弘君、吉永章子

君～成瀬校長・井花委員長ようこそ。宮崎正文君

～成瀬校長ようこそ、卒業生として歓迎いたしま

す。細淵克則君～スーパーカー乗ってきましたの

で興味のある方は帰りに見て行って下さい。 
     本日¥7,000    累計¥153,000 
 

■■■会長の時間       山岸義弘会長 

成瀬校長ようこそおいでいただきました。又こ

のたびは、ピロン君を一年間聴講生としてお引き

受け頂きありがとうございます。我々メンバーの

高校生活は遥かかなたの昔のことですが、本日は、

現在の高校生活の現状といったものを、卓話でお

聞かせ願いたいと思います。来年の夏までピロン

君を預かるメンバーとしても、大変参考になるお

話がいただけるものと期待いたしておりますの

で、宜しくお願いいたします。２３日には彼と一

緒に高校へ伺いまして、校則等の注意事項の説明

を受けてまいりました。翌２４日より二学期が始

まりましたので、まだ今日で３日目ですが、先ほ

ど校長にお聞きいたしましたら、「元気に…….」

とのことです。 

ホストをしていただいています平岡達也会員

からは、「今回は会員皆でお世話している雰囲気

造りができてとても良い」との事です。１６日は

東京タワーと秋葉原、２０日は滝沢会員のお世話

で 山田うどん様の工場見学に行ってきました。

昨日は西山会員に携帯電話を貸していただきま

して、２８日には青少年交換委員会の第一回ｵﾘｴ

ﾝﾃｰｼｮﾝがあり、帰りにはアポポのサマーフェステ

ィバルにも行く予定です。３１日は石川会員に、

９月１日には齋藤栄作会員が協力くださる予定

になっております。皆様も是非一年間の長期間で

すので何かの機会には連れ出していただき、日本

での見聞を深めてあげて下さい。ここで訂正です

がピロン・チャーリーではなくて仏語読みですと

シャルル(有名人ではシャルル・ドゴール等)英語
読みですとチャールズ（チャールズ・ダーウィン

等）でした。本人はキャルと呼んでほしいと言っ

ています。 
今日は研修リーダーの繁田会員より、先日行わ

れました研修リーダーのセミナーの内容の発表

で若干時間をほしい旨の要請がありましたので、

会長の時間は簡単に済ませていただきます。 
 
■■■幹事報告        関谷永久幹事 

1. ８月２４日、宮寺、滝沢、関谷が交換留学生
板木さんのベルギー出発の見送りに行ってき

ました。 

2. RI 本部より９月のレートが１ドル８６円との
連絡がありました。 

 

＜回覧、配布物＞ 

① 第 1回ロータリー財団セミナーの報告書 
② ガバナー月信 No.13(前年度) 
③ クラブ研修リーダーのＲ情報 
④ 他クラブ週報・例会変更 
⑤ 入間ロータリークラブ会員名簿 
⑥ 9/16 お月見家族例会出欠席 
⑦ ロータリー入門書の申し込み 
⑧ 国連支援麻薬撲滅運動・募金箱 
⑨ 配布物及び連絡等のアンケート 
 

■■■委員長報告 

社会奉仕委員会       松井秀男委員長 

 入間ＲＣ50 周年記念事業のＬＥＤ防犯灯 40 基

設置の件で、市防災防犯課長と新型のＬＥＤ防犯

灯（小型で軽量２ｋｇ、寿命もアップの 60,000 時
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瓦瓦版版・・すすぎぎややまま vvooll..１１８８  
「戦前の日米工業力の比」 

戦前日本製の工作機械（旋盤、フライス盤、ボール盤、その他）はベルト盤が殆どだった。

アメリカ製は直結で一台毎モーター付きで精密に出来ていた。値段も格差あってアメリカ製は

高級品というイメージがあった。生産は分業でコンベアーシステムであらゆる物が、高能率で

生産され、その上アメリカは広大で資源も多く人口も多い 日本の面積はカルフォルニア一州

と大差ない。日米戦争は夢のようで日本空軍がハワイを空爆したのには驚いた！勝てるわけが

無いと思ったがその通りになった。 

間）の打合せをしてきました。明日 8/27 には木下

市長に目録を渡し寄贈式を行い、９月中旬には納

品の予定です。近くで防犯灯を設置希望の方は連

絡をいただければ希望に添う様努力したいと思い

ますので、私まで連絡をお願いします。 

新世代部門委員会      滝沢文夫委員長 

8/24 成田

空港に派遣

学生の板木

麻耶さんを

見送りに行

ってきまし

た。前回の歓

送迎会では

張切ったと

ころをみせていましたが、出発寸前には 17 歳の

女子高生らしく涙を見せていました。ピロン君の

お世話 8/31 石川 PG 宅、9/1 齋藤(栄)宅 皆さん

も一緒に派遣学生のお世話をお願いします。   

ロータリー財団委員会    小田芳男委員長 

 Ｒ財団の最近の財務状況は組織全体の運営費
は抑制され予算を下回ってきております。又、新

補助金制度の実施に伴い国際親善奨学金ＰＧが

廃止となる為、次年度の寄付金からは税制上の優

遇処置が受けられませんので注意ください。 
ポリオ状況として 2009 年度は 19 ヵ国、2010

年度は 15 ヵ国で 437 件のタジギスタンにはすで

に当財団より 50 万ドル拠出してかなり減少して

いるそうです。 

奨学候補生3名の自己紹介と今後の目標スピー

チはとても素晴らしく今後の世界の役に立つ人

となるでしょう。又、10 年前現在のロシアに留学

し、その後の活躍されたお話は大変興味深く拝聴

いたしました。財団へのご寄付宜しくお願します。 

 

        繁田昌利研修リーダー 

 クラブ研修リーダーのＲ情報を書面でお配り

致しましたが１５分程度の説明では足りません

ので、夜間例会の折にでも説明させていただきま

すので良く読んで於いてください。ただし、規定

審議会の規約改正は溯って実行されますので、出

席等重要な項目もありますので注意して下さい。 

改めて機会を作り中身の説明をしたいと思いま

すので宜しくお願いいたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■■■ 講 師 卓 話 ■■■ 

「高校教育の現状」 

埼玉県立豊岡高等学校 校長 

 成瀬 英二様 

 

今日はお招き頂きありが

とうございます。これからお

話いたします内容は中学校

等の学校説明会で話す内容

ですが、山岸会長さんより多

少、高校教育の現状もとの要望もございました。

又ピロン君、板木については大変にお世話になっ

てありがとうございます。ピロン君は 8/24 日の

始業式にフランス語と日本語でしっかり挨拶し、

良い学校生活のスタートを切っております。 

現在の公立高校では①進学指導に重点②部活

動での特色化③学校編成（平成 25 年豊岡高校は

単位制高校に）が進んでおります。高校生の時期

とはどの様なものかと申しますと、大人になる前

の自我形成期であり「放っておいても自分で課題

を見つけ、どんどん伸びていける人、常に向上心

を持って自己啓発していける人」を育む学校教育

が大切だと思います。高校選びの観点として、人

はトータルに成長する存在であり「①高校は通過

点ではない②生徒の青年期のぶれや揺らぎを受

け止めてくれる学校か」を考慮して選ぶべきでは

ないでしょうか。平成 23 年までは前期･後期の二

回の入試でしたが平成 24 年からは一回の入試と

なる予定で各高校で選抜基準の改正があります。 

3 年間定員割れの豊岡高校の取り組みとしては 

● 地域に根ざした特色ある進学校 

● 平成２５年度より単位制の学校 

基本方針としては「多様な教科・科目を開設する

教育課程を編成し、生徒・保護者の進学希望にき

め細かく対応する」です。 

単位制とは学年による教育課程の区分を設け

ず決められた単位を修得すれば卒業が認められ

る方式で、特徴として 1年次は共通科目の履修で

2,3年次は個々の進路希望に応じて大幅な選択が

出来、少人数の授業が可能となります。 

11 月 20 日には豊岡高校創立 90 周年の式典を

木下入間市長実行委員のもと行いますので、是非

お出でいただけますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

会報委員会（水村 滝沢 宅見） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■2010-2011ＲＩ会長：レイ・クリンギンスミス          ■ＲＩ第 2570 地区ガバナー：西川 武重郎 

■会長：山岸 義弘 幹事：関谷 永久 会報委員長：水村 雅啓   ■当番：大野 賢次 

 

 
 
 
＜１０月プログラム＞ 

 

＜今月のお祝い＞ 

会員誕生 

間野 尚君 平岡勲一郎君 
石川山治君 関根靖郎君 
友野政彦君 平岡達也君 
山畑雅廣君 中澤孝芳君 

夫人誕生 
岩崎芳江様 浅見八重子様 
山畑久枝様 吉沢真紀子様 

結婚記念日 諸井克彦君 浅見仁一郎君  
 

＜ビジター・ゲスト＞ 

パソコンインストラクター    森 隆志様  
芙蓉パーソナルコミニュケーション 

内山 寛道様・河野 邦夫様 
米山奨学生    コチャワン・パッタマー様 

 

■■■会長の時間       山岸義弘会長 

先日 28 日には第一回の青少年交換留学生のｵﾘ

ｴﾝﾃｰｼｮﾝがあり、シャル君と摂田カウンセラーと

で参加してまいりました。席上ローテックスのメ

ンバーが改めて留学生に対する規則を英語で説

明を行い、不都合なことがあれば、早期帰国の厳

しい措置もありうる等の話に、三人の留学生は、

納得をしている様子でした。28 日にはホストフ

ァミリーの平岡夫妻と共に豊高祭に行き、校内を

シャル君に案内をしてもらいました。彼はすでに

校内で人気者で仲間から常に声を掛けられてい

ました。帰り際に成瀬校長と担任の石本先生とに

お話を伺いましたが「とても皆と打ち解けていて

素晴らしい。また彼のおかげで外国語勉強の刺激

になって、生徒達にとっても良いことだ。」と仰

っていました。豊高祭後の 8/31、9/1 の振替の休

日には、石川会員・齋藤栄作会員にシャル君のお

世話を頂きありがとうございました。又、豊岡高

等学校は創立90周年を迎えられ11月に木下入間

市長を実行委員長として記念式典を挙行される

との事です。学校としては是非これを機会に地域

の方々との交流を深めたいとのことですので、ご

都合の付く方は積極的に参加をお願いします。 

本日の卓話は、パソコン教室マウスの森さんに

お願いをしておりますが、入間 RC の HP を創った

人でもあり管理者でもあります。現在大変素晴ら

しい高機能の HP に出来上がっており、例会情報、

ＲＩ会長、ガバナーメッセージ、週報色々な掲示

がありますし、関連リンクも充実しています。ま

たログインすると掲示板的な場所もありますし、

会員間のメール機能もあります。今後多いに利用

活用出来ればと願っておりますので、宜しくお願

いいたします。 

 

■■■幹事報告        関谷永久幹事 

第 3回理事会報告 

＜協議事項＞ 

1. 10・11月のプログラム→承認 
11/17～18に親睦旅行があります。 

2. Ｒ財団地区補助金申請(LED防犯灯)→承認 
3.  野球チーム支援の件→継続審議 
先方より具体的な話しが無く今後の様子見。 

＜報告事項＞ 

1. 8/28来日学生オリエンテーション 
2. 9/4 R財団第一回オリエンテーション 
3. 9/11職業奉仕セミナー 
4. 9/11～9/12米山研修旅行 
5. 9/18 会長・幹事会 
6. 9/29 入間市戦没者追悼式 

 
■■■回覧、配布物 

① ロータリーの友 
② 学友会ニュース 

 当番 内 容 

 7 日 粕谷 

講師卓話 米山奨学生 

オオキ・ミユキ様 

米山奨学部門委員長 大澤衞様

14 日  入間南ＲＣとの合同夜間例会 

21 日 後藤 

講師卓話 第 2570 地区 

職業奉仕部門委員長  

橋本 正彦様 

28 日  10/23・24 万燈祭りに振替 
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③ 他クラブ週報・例会変更 
④ 入間ロータリークラブ会員名簿 
⑤ 9/16 お月見家族例会出欠席表 
⑥ ロータリー入門書の申し込み 
⑦ 広報誌ロータリー注文書 
⑧ 埼玉県腎・アイバンク協会総会資料 
⑨ ＬＥＤ街路防犯灯の寄贈のお礼状 
 

■■■委員長報告 

50 周年事業実行委員会    大野賢次委員長 

 27 日に入間市長を訪問し本年度のＬＥＤ街路

防犯灯の寄贈（目録）をして参りました。 

会員増強委員会       忽滑谷明委員長 

 先月は会員増強及び拡大月間にあたり、ご協力

ありがとうございました。入会推奨候補者に面会

した方は、訪問カードの提出をお願いいたします。 

雑誌委員会         友野政彦委員長 

 ロータリーの友９月号縦組み最初の記事が水

問題をテーマとした第 2600 地区ＩＭ講演要旨で

す。豊かな水に囲まれた日本に住んでいると、も

う一つピンときませんが、水問題はＣＯ2よりも

深刻な環境問題となり得ると考えられています。 

プログラム委員会      西山祐三委員長 

 10 月プログラムのご案内をします。10/7 米山

奨学部門委員長 大澤衛様及び米山奨学生・

10/14 入間南ＲＣとの合同例会（さくら草ホー

ル）・10/21 職業奉仕部門委員長 橋本正彦様・

10/28 は 10 月 23、24 日万燈祭りに振替尚、9/16

夜間例会は清河園別館で行ないます。飯能駅南口

から送迎バスがあり後日ご連絡します。 

環境保全委員会       諸井克彦委員長 

50 周年記念の月桂樹が 9

月には 60 本位がご覧の通り

芽が出てきています。来年の

秋には植樹が出来るように

なると思いますのでご希望

の方は申し出て下さい。 

 

国際奉仕委員会       齋藤栄作委員長 

 ロータリーの友横書きの 8 ページに RYLA、26

ページにロータリー米山記念奨学事業の基礎知

識が掲載されていますので宜しくお願いいたし

ます。さて昨日交換留学生のチャールズ君と 11

時から 18 時まで「うかい鳥山」で食事をして河

口湖まで富士山の写真を撮影しに行ってきまし

た。とても素直で向上心のある若者です。日本を

大変気に入っており 3月～4月に両親を日本に呼

んでいるそうです。1年間、会員全員でケアして

ゆきたいと思いますので宜しくお願いします。 

職業奉仕委員会       加藤国夫委員長 

職業別唱和を９月から１０月に変更予定です。

連絡の不手際で申し訳ありません。 
 

■■■ 講 師 卓 話 ■■■ 

「ホームページをもっと活用しよう」 

 森 隆志様 

 インターネットの環境が整っていれば会員の

皆様はクラブのホームページの利用が可能とな

ります。今日はドコモショップの協力をうけてモ

バイルパソコンとデータ通信カードを使ってイ

ンターネットに繋げてホームページの解説を行

います。先ずインターネットにて「入間ロータリ

ークラブ」と入力しますと、一覧表が出てきます

ので先頭をクリックして下さい。 
 一般の方も閲覧できるページが出てくる。 
 IDとパスワードを入力会員専用の HPが出る。 
 パスワードは将来的には 8桁にしますが、今は

4桁でお願いしています。 
 どのパソコンからでもログイン出来ますので何
処の場所からでもお知らせを閲覧・メールのや

り取りができます。 
 投稿はワードと同じ様な使い方で、文面のレイ
アウトも自動で見やすくなります。 
 是非とも使って頂きたいのは予定表の活用です。
住所を入力すれば地図が繋がりますし、お店の

名前を入れれば店のホームページを見て加工す

る事も可能となります。 
30 分では説明
し切れません

でしたが、皆様

のホームペー

ジ活用お待ち

しております。  
 

 

 

＜出席報告＞      宮崎正文出席委員長 

会員数 出席数 出席率 前回修正率

46 名 36 名 83.7％ 86.7％ 

＊事前欠席連絡 4名 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞    諸井克彦副ＳＡＡ 

山岸義弘君～森さん、内山さん、河野さんよう

こそ卓話楽しみにしています。友野政彦君～宅見

さん無料で法律相談乗って貰いありがとうござ

います。加藤国夫君～２週間お休み頂きました。 
本日¥62,000      累計¥215,000 

 

会報委員会（水村 滝沢 宅見）
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＜ビジター・ゲスト＞ 

入間市教育長         村野 志朗様  
入間市教育委員会教員課主幹  森田 幸一様 
 

■■■会長の時間       山岸義弘会長 

今月は新世代奉仕月間です。今年の規定審議会

では新世代奉仕部門が５番目の奉仕部門として

採択されました。今月の月信では、西川ガバナー

は「戦争のないより良い世界を創るために、私達

ロータリアン全員で努力したいものです」と述べ

られています。その意味では、現在、ベルギーの

シャルル君を留学生としてお世話しております

が、大変有意義な事をしていると確信しています。 

本日は入間市教育長の村野様に卓話の講師を

お願いしました。この機会に地域交流研修会の案

内をします。地域の主な奉仕団体と市の教育関係

者が一堂に会して交流をはかりながら、情報交換

を行い「明るい豊かな子ども達を育てよう」を目

的に年２回開催しています。現在、入間 RC、入

間南 RC、入間ライオンズクラブ、入間青年会議

所、入間市商工会、所沢法人会入間支部の６団体

と、教育長をはじめ市内の小中学校の校長会.教

頭会の皆様が参加しています。前回 7/15 には村

野教育長より、市の教育行政の発表がありました。 

昨日、松井社会奉仕委員長担当で、LED 防犯灯

設置事業に対して、Ｒ財団ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの地区補助金

の申請を行いました。総予算 100 万円のうち、上

限の 2000＄の補助金申請をしました。対象とな

るのは人道的ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、環境保全ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの２つで

す。額は 1000＄から 2000＄、昨年度は 2570 地区

では９のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄが参加しています。植樹花壇等

も対象になるとのことですから、次回 2/15 締切

には、米山記念館の月桂樹の苗木の育成にも申請

しようと考えております。 

昨夜は武蔵野音楽大学管弦楽団演奏会へシャ

ルル君と行ってきました。地区大会以来、音大よ

り毎年演奏会のご案内を戴いていたのですが、一

度も行けなかったものですから、彼を連れて行く

のに調度良い機会でした。 

 

■■■幹事報告        関谷永久幹事 

1.11/21 ライラデー開催 紫雲閣 14：00～ 

16～30 歳の青少年をクラブより 2名推薦 

2.9/11 職業奉仕ｾﾐﾅｰ開催、狭山東武ｻﾛ 12：00～   

3.9/18 来日学生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 上野公会堂 13：00～ 

■■■回覧、配布物 

① ロータリーの友「英語版」注文書 
② ガバナー月信３号 
③ 他クラブ週報・例会変更 
④ 2010～2011 年度ライラデー開催のご案内 
⑤ 9/16 お月見家族例会出欠席表 
⑥ 10/14 入間南ＲＣ合同例会出欠席表 
⑦ 12/5 加藤登紀子チケット申し込み 
■■■委員長報告 

親睦活動委員会       吉沢誠十委員長 

 来週 16 日の例会は飯能の清河園でお月見家族

例会です。18:05,18:15 に飯能駅南口に送迎バス

がきますので御利用下さい。浴衣でのご参加歓迎

致します。席はテーブル・椅子になります。 

健康管理委員会       山根宏夫委員長 

 今回の健康管理委員会からの卓話は私の次男

が膝関節鏡手術の専門ですので、関節鏡による診

断と治療が近年どれだけ進んでいるかを実際に

手術の実例に基づいて解りやすく皆さんに見て

頂こうと考えております。 

出席委員会          齋藤金作委員 

 地区が発行した「クラブ研修リーダーのＲ情

報」に目を通したところ疑問点が多く、今日は出

席のことに関してのみ、お話して置いた方が良い

と思いお時間を頂きました。「例会のルール」に

は、ミスプリではと思う箇所も有りますし、又「ロ

ータリーいろは問答Ｙ・Ｎ」は引っ掛け問題が多

く若い方たちでは中々理解に苦しむこともあろ

うと思いました。 

■■■ 講 師 卓 話 ■■■ 

「入間市の教育」       村野志朗様 

 教員長として最後の年度となり、こちらで 4年
前にお話させ頂いた「入間市の教育」についての

成果と新しい取り組みについて今日はお話しいた

します。 
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 入間市の将来都市像は

「香り豊かな緑の文化都

市」を掲げて人・まち・自

然の視点に立った元気な

人づくりを進めています。

これを受けまして教育委

員会としては、「豊かな人

間性の育成」を計って行こ

うと取り組んでいます。                  
人間を愛する心・学ぶ喜び・思いやりの心、すこ

やかな体、この四つ視点から市の教育行政を展開

しております。基本目標の推進は次の通りです。 
１ 自ら学び、人権感覚と共生の心を育む人権教

育を推進する 

２ 市民の多様な生涯学習活動を街作りに生かす 

３ 幼児教育の充実を図る 

４ 地域に根ざした特色ある学校教育を推進する 

５ 基礎・基本を徹底し確かな学力定着を目指す 

６ 教職員の資質の向上を図る 

７ 学校における安全指導・管理の充実を図る 

８ 食育を推進するとともに、地場産の食材を活

用した安全で安心な学校給食の充実 

９ 小中学校施設の耐震化の促進とバリアフリー

化の推進 

10 元気ユースプランに基づき青少年の健全育成 

11 親の学習機会を充実し、家庭の教育力の向上 

12 社会教育施設（公民館・博物館・図書館）の

機能や事業の充実 

13 学校や地域と連携しスポーツ活動を支援する 

 新しい取組の「子ども未来室」とは、障害の無

い子供も体が不自由な子供も発達障害のある子

供も知的障害、情緒障害のある子供も全てに支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

をして行き、最終的には就労迄支援していく教育

的支援です。 

瞳が輝き、茶ごころが宿る入間っ子の育成支援

プランです。①小学校教育への円滑な接続の推進

（遊びと学びの手引活用）②巡回支援の実施③幼

児通級指導教室の開室④親の学習講座の実施・充

実を掲げております。特に「茶の花 茶―ミング」

は幼稚園、保育園、保育所の保護者、小学校の保

護者を対象に講座を開催して子育ての方法や先

人の子育ての姿から親の有り方を学びとり、食の

大切さを知り自尊感情を高められる場所として

活用されています。 

更に期待される効果としては落ち着いた雰囲

気の中での学力向上と、一芸に秀でた子供の育成

（早期に見出し良い所を伸ばしていく）が出来る

様になるのではないかと考えております。又入間

市の特徴として保育園と幼稚園、小学校の連携が

されており教育委員会と福祉部門が一体となっ

ております。この実現は市長がマニュフェストに

掲げてくれたお蔭で全国でも無い例ですので、早

く実績を出し全国に発信したいと思います。 

 

＜出席報告＞      宮崎正文出席委員長 

会員数 出席数 出席率 前回修正率

46 名 34 名 77.3％ 81.8％ 

＊事前欠席連絡 4名 

＜ニコニコＢＯＸ＞    粕谷康彦ＳＡＡ 

齋藤栄作君、加藤国夫君～村野様ようこそ、卓

話宜しくお願いいたします。齋藤福太郎君～加藤

さん写真ありがとう。関根靖朗君～早退致します。 
     本日 ¥4,000      累計 ¥219,000 

会報委員会（水村 滝沢 宅見）

■当番：吉沢 誠十

第 11 号 ２６２２回例会 ２０１０年９月１６日（木） ☆会場：清河園 

☆点鐘：午後６時３０分

■■■会長の時間 山岸義弘会長 

 今日は中秋の名月を鑑賞しなが
らの夜間例会ということにさせて

いただきました。古くから日本に

は八月十五日に秋の澄んだ空に昇

る満月を鑑賞する風習があり、こ

のときの月を「中秋の名月」と呼

ぶようになりました。 
本日は米山奨学生のプロイさん

と交換留学生のシャルル君も出席

しております。是非交流をはかっ

てください。 
本日は月を愛でながら、親睦を

深めていただき、今後の会員増強、

会の運営等のお話もしていただき

ながら、ゆっくりとご歓談できれ

ばと思います。 

石川嘉・粕谷・諸井会

員がうさぎ年のため 

うさぎのダンスの披露

をしています。

お団子は吉沢会員の奥様

真紀子夫人の手作。書は

吉沢会員のお義母様の作



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■2010-2011ＲＩ会長：レイ・クリンギンスミス          ■ＲＩ第 2570 地区ガバナー：西川 武重郎 

■会長：山岸 義弘 幹事：関谷 永久 会報委員長：水村 雅啓  ■当番：加藤 国夫 

 

 
 
 
＜ビジター・ゲスト＞ 

ロータリー財団奨学生候補者   工藤聖彦様 

 

■■■会長の時間       山岸義弘会長 

前回の例会は残念ながら雨で名月は観ること

が出来ませんでしたが、吉沢委員長の計らいで、

部屋で団子とススキを飾られた名月を鑑賞する

ことができましたし、石川ＰＤＧを中心としたウ

サギ歳の会員の兎のダンスも楽しませて頂き、重

ねて御礼申し上げます。更に嬉しいのは、早速Ｈ

Ｐに月見例会のフォトアルバムを石川ＰＤＧが

当日の 22:42 に投稿掲載をしてくれました。それ

に対して大野会員から対応が素晴らしいとのﾒｯｾ

ｰｼﾞが寄せられていました。事務局の奥田さんも

会員へのお知らせ等を色々と掲載してくれてま

すし、徐々にＨＰの活用が浸透されているかと心

強く感じております。ＨＰには 9/11 開催の第三

ｸﾞﾙｰﾌﾟの職業奉仕セミナーの模様も石川会員が

アルバム形式で投稿していただいています。ＨＰ

も進化していまして 50 周年記念事業報告が追加

になり、9/9 よりガバナー月信のダウンロードも

可能になりましたのでＨＰの参照をお願いいた

します。又この入間ＲＣのＨＰの有効活用の普及

促進の担当委員会を広報委員会上野委員長にお

願いをいたしました。出来れば年度かわりの更新

もクラブ内で出来る様にしたいと考えています。 

9 月 16 日に第 3 ｸﾞﾙｰﾌﾟの会長幹事会が開催さ

れました。席上、地区の島田ライラ委員長がライ

ラデー開催の案内にみえました。 

11 月 21 日（日）10 時～16 時 紫雲閣で開催さ

れ、各クラブ 2名の推薦者をお願いとのことです。

ライラに関しては地区に委員を出向させている

クラブ以外は関心が薄いと心配をしていました。

ライラは現在進行中の青少年交換と同様の新世

代のためのﾛｰﾀﾘｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑのひとつです。 

ロータリー青少年指導者養成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ（Rotary 

Youth Leadership Awards RYLA）の略。16 歳か

ら 30 歳までの青少年が対象で若い人の指導者及

び善良な市民としての資質を伸ばすことを目的

としています。本年度テーマは仮ですが「Japan 

from Global Views」世界の中の日本。高校生が

一年間海外に行って考えた事です。 

講師は青少年交換ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを一年間経験したＯＢ．

ＯＧの集まりであるＲＯＴＥＸのメンバーで、高

校生という多感な時期に海外から日本を考えた

時に感じた「極東のジャパン」「教育制度」「愛国

心」等についての内容です。是非適切な研修参加

者をご推薦いただきますようお願いいたします。 

 ご存知の様に、本年は入間市商工会創立 50 周

年で、先日は「なんでも鑑定団 in いるま」のク

ラブへのご招待があり、加藤職業奉仕委員長とい

ってまいりました。あと 10/6 午後 6時 30 分より

特別記念講演会が産文ｾﾝﾀｰで開催されます。これ

には 20 名程度の参加要請がきておりますので、

是非こぞって参加いただきますようお願い申し

上げます。内容は、北京オリンピックでなでしこ

ジャパンを日本女子サッカーチーム史上最高の

ベスト４に導いた佐々木監督です。演題は「なで

しこ JANAN“組織ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄとｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ」「失敗を

恐れなかった時サッカーは変わる」です。 

 IM でロータリークラブの創設期の演劇をする

ことにきまりました。各クラブより一人出演でお

こないます。入間クラブの役割はシルベスター．

シールです。何方かやりたい人がいれば推薦いた

します。 

 

■■■幹事報告       加藤国夫副幹事 

＜報告事項＞ 

1. 9/16 会長・幹事会 
2. 9/18来日学生オリエンテーション 
3. 9/21 入間市交通安全対策委員会出陣式 
4. 9/29 入間市戦没者追悼式 
5. 10/2 第一回新世代部門セミナー 

 
■■■回覧、配布物 

① 2011 年国際ロータリー年次大会のご案内 
② 他クラブ週報・例会変更 
③ ハイライトよねやま 127 
④ 万燈祭り出欠席表 
⑤ 入間市環境市民講座参加申し込み 
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⑥ 親睦旅行参加申し込み 
⑦ 入間南ＲＣ合同例会出欠席表 
⑧ ハイチ地震復興支援のお願い 
⑨ 入間市商工会創立 50 周年特別講演会 
⑩ 埼玉県ＮＰＯ基金への寄付 
⑪ クラブ・ビルダー賞 新しい表彰プログラム 
⑫ Ｒ米山記念奨学会 2009 年度決算報告 
 

■■■委員長報告 

親睦活動委員会       吉沢誠十委員長 

 先日のお月見家族例会は兎年の方々をはじめ

皆様で盛り上げて頂きありがとうございました。

10月 14 日に入間市南クラブの合同例会がさくら

草ホールにて 18:30 より行われます。オーディー

ズの演奏もありますので是非参加お願いします。

本年の親睦旅行は11月17～18日群馬県沼田にあ

ります、川場温泉を計画しております。午後出発

予定と考えておりますので、気兼ねなく多くの会

員方々、ご家族の参加お待ちしております。 

 

新世代部門委員会      滝沢文夫委員長 

 ベルギーの板木さんからメールが届きました

のでご報告いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米山奨学委員会        繁田光委員長 

米山記念奨学会 2009 年度資産報告が届いてお

ります。収入は寄付 13 億に対し利息が約 9 千万

全体で 14 億、そのうち 12 億 5 千万が 800 名の米

山奨学生に使われております。資産は 81 億有り

まして 9300 万の利息に比べ 1%位で運用している

との事です。詳しい内容は回覧いたします。 

 

職業奉仕委員会       加藤国夫委員長 

職業奉仕部門セミナーが 9/11 に開催されまし
たので山岸会長と参加してまいりました。橋本正

彦(ｷﾐﾋｺ)部門委員長よりの本年度職業奉仕部門の
方針と取り組みの説明がありました。それにより

ますと、従来のセミナーは全体で集まって先生か

らの話を聞いて帰ると言う事で一方通行的話で

終わってしまい、あまり身に成らないで帰るセミ

ナーが多かった様に思われますので、今年度は各

グループごとに少人数で出席された皆さんが意

見を出し合って職業奉仕の何たるかを感じて頂

き、各クラブに持ち帰り、クラブの中で職業奉仕

の意義について話し合いの機会を設けてもらい

たいとの事でした。このセミナーに参加いたしま

して私が感じた事は、職業奉仕というのは其々の

職業を通して社会に奉仕する事。事業及び専門職

務の道徳的水準を高めること。もう一つ大事なこ

とは、職業に対しての倫理観と言うのも併せ持つ

必要があると思います。 
皆さんの意見の中で「アイサーブ・ウイサーブ」

この両者が盛んに飛び交っていましたが、明解な

回答が得られなかった様なので、後ほど石川パス

トガバナーからお話を頂きたく存じます。 
 

■■■ 会 員 卓 話 ■■■ 

「クラブ研修リーダーロータリー情報」 

繁田 昌利会員 

 

2010年規定審議会

で決定され、入間Ｒ

Ｃに関係すると思わ

れる制定案、決議案

を記載します。太字

が改正、又は加えら

れた文章です。 

 

 

 

 

1.直前会長を役員とする件。Ｐ-246  

第10条理事及び役員第4節役員 クラブの役員

は会長、直前会長、会長エレクト、１名又は数

名の副会長、幹事、会計,及び会場監督とする。 

2.出席規定の適用の免除に関する規定を改正す

る件。Ｐ-246 

 第９条出席 第３節出席規定の免除 次の様な

場合、出席規定の適用は免除されるものとする。 

（a）理事会の承認する条件と事情による欠席の

日本を離れてから丁度一ヶ月が経ち、今の家

族との生活や学校にもだんだんと慣れてきま

した。日本語のない生活にも慣れ、今では英語

とフランス語でのコミュニケーションが当た

り前となっています。ベルギーの食生活は主に

朝とお昼はパンです。日本のパンのように柔ら

かくなく、固いので最初の頃は口の中が痛くな

り少しつらかったです。最近はパンに飽きてし

まっていますが、段々となれると思います。 

 ピロン君の話は、両親や学校の友達から聞い

ています。最初彼とメールをした時、日本人は

とてもクールだねと言われました。確かに私も

そう思いました。ベルギーの学校の友達は、と

てもフレンドリーで皆一生懸命英語で話そう

としてくれます。そういうところが日本と違う

なと、とても思います。  

 フランス語は当然かもしれませんがまだま

だといったところです。しかし挨拶をしたり、

簡単な言葉をゆっくり聞きとるといった事が

出来る様になりました。 

 学校の授業もまだ何を勉強しているのかわ

からない状態で、何とか英語の授業だけはすこ

しわかる程度です。歴史の授業を受けてみて

も、全くわからず、知りたいのにわからないと

いう少しもどかしい気持ちです。文化や歴史を

知るためには、早く言葉が話せるようにならな

いと駄目なのかなと思います。これからも沢山

の事を勉強していきたいと思います。 



場合。理事会は正当かつ十分な理由による会員

の欠席を認める権限を持つ。このような出席規

定の適用の免除は、最長１２カ月間までとする。 

(ｂ)年齢が６５歳以上の会員で、かつ  

3.出席記録の算出に関する規定を改正 Ｐ-246 

  第９条出席 第５節出席の記録。本城第３節

（b）または第４節のもとに出席規定の適用を免     

除された会員は本クラブの出席率の算出に使

う会員数に含まれない。 

 ・・・がクラブ例会に出席した場合、その会員

と会員の出席は、本クラブの出席率の算出に使

う会員数と出席者数に含まれるものとする。 

4.会員身分の終結に関する規定を改正 P-248 

第１２条会員身分の存続 第５節 他の原因

による終結 

（a）正当な根拠。・・・・本会合の指針となる

原則は、第７条の第１節、「四つのテスト」、お

よびロータリークラブ会員として持つべき高

い倫理基準とする。 

5.地区協議会と会長エレクト研修セミナーの開

催時期を変更する件 P-224 

第 15 条 地区 15.020.地区協議会４月あるい

は５月→３月、４月、５月のいずれかの月 

15.030.会長エレクト研修セミナー（ＰＥＴS）  

3 月中→２月または３月中 

6.新入ロータリークラブ会員（入会３年未満）対

象に研修セミナーの開催を地区ガバナーに推

奨する件 

クラブに研修・リーダーシップ委員会の設置を

推奨する件 

7.人頭分担金の増額の件 

8.第５奉仕部門、「新世代奉仕」を加える P-243 

５奉仕の第５部門である新世代奉仕は、指導力
要請活動、社会奉仕プロジェクトおよび国際奉

仕プロジェクトへの参加、世界平和と異文化の

理解を深め育む交換プロジェクトを通じて、青

少年並びに若者によって、好ましい変化がもた

らされることを認識する者である。 

9.ＲＩの第２の標語を改正する件 

 One profits  most  who  serves best  

（最もよく奉仕する者、最もよく報われる） 

 He―  They―  One  に改正する。 

10.クラブの広報活動において地区が大きな役割

を持つよう要請することを検討するようＲＩ

理事会に要請する件 

11.「社会奉仕に関する 1923 年の声明」の第１項

を、奉仕の哲学として使用することを検討する

ようＲＩ理事会に要請する件。釧路ＲＣの提案 

 ロータリーは、基本的には、一つの人生哲学で

あり、それは利己的な欲求と義務及びこれに伴

う他人に奉仕したいという感情の間に常に存

在する矛盾を和らげようとするものである。こ

の哲学は奉仕―「超我の奉仕」の哲学であり、

これは「最もよく奉仕する者、最も多く報いら

れる」という実践的な倫理原則に基づいている。 

 この決議 23-34 の第 1項は、私たちロータリア

ンにとって決して無駄な決議ではなく、この決

議文は、永遠にロータリアンの哲学として残す

べきものである。よって、国際ロータリーの決

議により、国際ロータリー理事会は、第 1項を、

奉仕の哲学の明確な哲学として扱うこと検討

する。 

 

 

 

「ロータリーの最新情報」 

パストガバナー 石川嘉彦会員 

 

今日のテ

ーマは「ロー

タリーの最

新情報」とい

う事に致し

ましたが、パ

スト・ガバナ

ーとして皆

様にお伝え

する事を纏めてみました。ロータリーには One 

Year Rule があり、クラブ会長も任期中は大きな

権限が与えられますが任期が終了すると一会員

に戻ります。ガバナーもまったく同じですがいく

らかの違いがありパスト・ガバナーの役割として

は 

●職務が終わったらクラブの一会員に戻る こ

れは絶対に必要です。 

●パスト・ガバナー＝シニア・リーダーであるべ

きであり、アドバイザーとして委員長の権限を損

なわないように配慮し、部門の活動に協力する。

●ガバナーが終わると諮問委員になりますがそ

の役職において会員の立場になり責任と思いや

りを持って果たすこと  

入間クラブには繁田 PDG が居られたこともあり

ますが 以上のことを会員、特に長老会員が熟知

して居られ信頼と期待を持ってパスと･ガバナー

（PDG）支援してくださっております。 

その証拠が卓上のパスト・ガバナーの肩書き名札

です。個人的には後ろの席に座ってのんびり例会

を楽しみたいのですが、私は責任と期待を裏切る

ことは出来ないのでございます。 

特に新入会員には配慮が必要です、私が入会した

頃は先輩が親切に教えてくれましたが難しくて

分からない事ばかりでした。「そのうちわかるよ」

とよく言われましたが最近その意味が分かるよ

うな気がします。論語に「学びて時にこれを習

う・・・」とありますが知りたいと思って入ると

ある時 ポンとひざを打つように分かることが

あるのです。 

加藤国夫職業奉仕委員長からの質問 I serve と

We serve の違い 

＊We serve 

衛生的な水が飲めるために（ユニセフが必死にな

って募金を求めています） 識字率向上のために



ネパールで学校建設をしています（埼玉ユネス

コ）流行病（ポリオ、麻疹 ジフテリア 破傷風 

天然痘等）を防ぐために（WHO が取り組みロータ

リーも大きな支援をしています）紛争によって被

害を受けた子供たちを救うために（JAICA 国境

なき医師団）生物多様性の自然保護（World Wide 

Fund）多くの人々が時間とお金を提供しています。 

＊I serve 

NPO NGO 以外にも世界には多くの奉仕団体 

LIONS キワニス ソロプチミスト ゾンタ JC

などがあります。 

ロータリークラブとは一人一業種で選ばれた職

業人の団体であり、職業を通じて各々の会員が独

自で奉仕をする、いわゆる職業奉仕を主な目的に

していることが大きな特徴であります。  

「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」こ

の意味は職業奉仕とは他の人に対する奉仕(クラ

ブ奉仕、社会奉仕、国際奉仕)と大きく違い自分

自身に対する奉仕であるとともに、企業や専門職

に於いて世の中のためになろうと提唱している

のはロータリーだけなのです。そして他の 3大奉

仕(クラブ、社会、国際)と違って 自分自身が受

益者になることが出来るのです。 

最新情報としては本日繁田地区研修委員から説

明のあったようにロータリーは変化しています。 

その他に 2008－09 年度のガバナー会がガバナー

協議会（仮称）を立ち上げその活動を中心に 

1. ロータリーの友を法人化しました 
2. ロータリー文庫の経理の公開、活動報告を求
めました 

3. ガバナー会 YJEC を国際青少年委員会

（RIYJEC）に統合しました 

4. ロータリーの綱領 等の翻訳の見直しを提
案し検討中です。 

 

 

 

 

＜出席報告＞      宮崎正文出席委員長 

会員数 出席数 出席率 前回修正率

46 名 32 名 72.7％ 79.5％ 

＊事前欠席連絡 4名 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞    粕谷康彦ＳＡＡ 

山岸義弘君、石川嘉彦君、摂田順一君、山畑雅

廣君、宮寺成人君、友野政彦君、吉永章子君、松

井秀男君、野村信一君、宅見允君、齋藤栄作君、

粕谷康彦君、宮崎正文君、滝沢文夫君、岩崎茂君、

西山祐三君、晝間和弘君～加藤さんいつも写真あ

りがとうございます。忽滑谷明君～加藤さん写真

有難う・お月見の写真は後日お配りします。吉沢 

誠十君～加藤さん写真有難う・早退いたします。

関根靖郎君～早退します。 
本日¥20,000      累計¥239,000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会報委員会（水村 滝沢 宅見）

瓦瓦版版・・すすぎぎややまま vvooll..１１99
  

昭昭和和４４００年年商商用用でで渡渡米米ししたた、、そそのの頃頃ドドルルはは

貴貴重重でで一一ドドルル３３２２００円円・・一一回回のの旅旅費費にに５５００００

ドドルルししかか許許可可さされれてていいななかかっったた。。５５００００ドドルル

でではは渡渡米米中中にに立立往往生生すするる恐恐れれががああるるののでで日日

本本円円をを可可ななりり持持参参ししたた。。アアメメリリカカでで同同業業者者にに

工工場場見見学学をを申申しし込込むむとと、、何何処処もも快快くく許許可可ししてて

くくれれてて会会社社にによよっっててはは何何ででもも教教ええててややるるとと

のの返返事事にに、、アアメメリリカカ人人ととはは気気のの良良いい人人だだとと思思

っったた。。現現在在我我社社ははニニュューーヨヨーーククのの郊郊外外にに販販売売

拠拠点点をを構構ええ、、我我社社のの製製品品をを大大量量販販売売ししてていいるる

とといいうう結結果果ににななっってていいまますす。。滞滞米米中中はは各各地地をを

廻廻りり大大変変勉勉強強ににななっったた。。  

そそのの頃頃はは帰帰国国にに際際しし、、土土産産物物検検査査がが厳厳重重でで宝宝

石石、、指指輪輪そそのの他他高高額額のの品品物物にに関関税税がが取取りり立立てて

らられれたた。。一一人人一一人人調調べべるるののだだかからら大大変変ななこことと

でで、、今今かからら見見るるとと夢夢ののよよううなな時時代代ででししたた。。  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■2010-2011ＲＩ会長：レイ・クリンギンスミス          ■ＲＩ第 2570 地区ガバナー：西川 武重郎 

■会長：山岸 義弘 幹事：関谷 永久 会報委員長：水村 雅啓  ■当番：粕谷 康彦 

 

 
 
 
＜１１月プログラム＞ 

＜今月のお祝い＞ 

会員誕生 山岸義弘君  
夫人誕生 滝沢久美子様 繁田美香様 

結婚記念日 
関根靖郎君 平岡勲一郎君 
新井  格君 荒井正武君 
石川嘉彦君 豊田義継君   

＜ビジター・ゲスト＞ 

2570地区米山奨学部門委員長   大澤 衞様   
米山奨学生(インドネシア)   オオキ ミユキ様 

米山奨学生    コチャワン・パッタマー様 

■■■会長の時間       山岸義弘会長 

来る第３G の IM の時には寸劇を行うと発表い

たしました。私はｼﾙﾍﾞｽﾀｰｼｰﾙの役割です。米山梅

吉氏を西川ｶﾞﾊﾞﾅｰ、福島喜三次氏は石川ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞ

ﾅｰが演じる事に成っておりますので、ご期待下さ

い。今月は世界的には職業奉仕月間と、日本では

米山月間です。国内では民間最大の奨学事業で年

間１４億円、約８００人の奨学生をお世話してい

ます。日本のロータリーの創始者の米山梅吉氏の

偉業を記念して、東京 RC が立ち上げた事業です。 

昨年の暮れに、石川 PDG より一冊の本を頂きま

した。RI 第 2700 地区 2005-20006 年度廣畑富雄

ガバナー著「ロータリーの心と原点」副題「基本

に戻ろう」という本です。その中の職業奉仕とは

何かには、弁護士さんが、無料の法律相談をす

る・お医者さんが無医村に出かけて行き無料で診

療する・自動車会社が、救急車を寄付する。それ

は立派な行為だけれども、職業奉仕ではない、む

しろ社会奉仕である。しからば職業奉仕は、お医

者さんにとっては、病人、病む人の立場にたって

医療をする事・自動車会社にとっては運転しやす

い安全な、ユーザーの為になる、又環境にやさし

い良い車を適正価格で販売する事。それが職業奉

仕だといわれています。前回の例会卓話での石川

PDG の”I Serve We Serve”のお話で、理解でき

た気がします。 

■■■幹事報告        関谷永久幹事 

第 4回理事会報告 

＜協議事項＞ 

1.12月のプログラムに付いて→承認  
2日年次総会・ｲﾆｼｴｰｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ、9日米山奨学
会 DVD鑑賞。16日ｸﾘｽﾏｽ会（最終例会）   

2.お月見例会 会計報告→承認           
3.青少年交換学生ホストファミリーへの謝礼に 
ついて、日額 1500 円と決定→承認 

4.入間市商工会創立 50 周年記念誌広告協賛、4

万円を予備費より拠出→承認        

5.その他  

① 交換学生シャロン君ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰの順番は平岡達
也宅－繁田光宅－岩崎宅－板木宅の予定とな

ります。尚入間南クラブは現在未定。→承認 

② 50周年街路灯事業のＲ財団への費用補助申請
は済んでいます。→承認 

③ 入間、入間南・狭山・志木 交換学生受入れ
各クラブ相互による関係者協議会の様なもの

が必要ではないか。→提案事項 

＜報告事項＞ 

1.クラブ基金より20万円を50周年記念事業振替 

2.事業参加費 1人 1000 円万燈まつり事業費振替 

3.ニコニコより 25 万円万燈まつり事業費に振替 

4.10 月の交換レートは１ドルにつき８６円 

■■■回覧、配布物 

① ガバナー月信 第 4号 
② ロータリーの友  ③他クラブ例会変更 
④ 第 14 回市民チャリティーゴルフ大会参加 
⑤ 万燈祭り出欠席表・会場当番表 
⑥ 2011 年国際ロータリー年次大会ご案内 
⑦ 親睦旅行参加申し込み 
⑧ 入間南ＲＣ合同例会出欠席表 
⑨ 派遣学生９月次報告書 

 当番 内 容 

4 日 
齋藤

栄 

健康卓話 豊岡第一病院整形

外科        山根誓二様

11 日 
齋藤

金 

講師卓話 入間市障害者就労

センターリボン  黒古次男様

18 日  11/17～11/18 親睦旅行 

25 日 
齋藤

福 
講師卓話 弁護士 田島義久様

The Rotary Club of Iruma  Club Bulletin 

入間ロータリークラブ週報      

■例会日：木曜日 12：30～13：30   

■例会場：丸広百貨店入間店６Ｆ バンケット・ホール  

Tel.04-2963-1111

■事務所：〒358-0023 入間市扇台 3-3-7 ハイツ斎竹 101 号 

Tel.04-2964-1700 Fax.04-2965-5788    

Email：iruma－rc＠jupiter.plala.or.jp
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■■■委員長報告 

万燈まつり実行委員会 吉永章子副実行委員長 

 チャリティー・バザー品のご協力をお願い致し

ます。3,000 円程度（複数可）の品物を 10/15（金）

迄、事務局へお持ち下さい。お品物のご都合のつ

かない方からは 3,000 円を調達させて頂きます。 

会員増強委員会       忽滑谷明委員長 

 現在 15 名の会員増強報告がありましたが実績

はゼロでした。引き続きご協力お願い致します。 

雑誌委員会         友野政彦委員長 

 今月は職業奉仕及び米山月間であり、関連記事

が載っています。四つのテストの由来と、日本語

訳について興味深く読みました。 

プログラム委員会      西山祐三委員長 

 表記の通り 11月プログラムのご案内をします。      
新世代部門委員長      滝沢文夫委員長 

板木さんからの９月報告を回覧致しましたの

で読んで下さい。10/2 の新世代部門セミナーは

国際親善活動が柱でした。 

世界社会奉仕委員会     晝間和弘委員長 

 書き損じのはがき回収を収集方法を考えなが

ら今年も行いますのでご協力お願い致します。 

＜ニコニコＢＯＸ＞    粕谷康彦ＳＡＡ 

大澤衞様～オオキ・ミユキと卓話に伺いました。

山岸義弘君、石川嘉彦君、吉永章子君、忽滑谷明

君、繁田光君～大澤衞様、オオキ・ミユキ様入間

ＲＣへようこそ。石川山治君～写真有難う。豊田

義継君～お祝い有難うございます。 
本日¥39,000      累計¥278,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■■ 講 師 卓 話 ■■■ 

「インドネシアに行ってみませんか」 

 オオキ ミユキ様 

インドネシアの面積は日本

の約 5倍で、人口は 2008 年度

現在で 2億 3751 万人、1700 以

上の島々からなっています。約

490 の民族がおり、それぞれの

文化を継承しています。 

特にバリ島はとても素晴し

い島でヒンズー教徒が多く、建物も影響を受けて

います。海がきれいで是非旅行に入らして下さい。

参考までにお話しますと、ヒンズー教は牛を食べ

てはいけなくて、イスラム教は豚が食べれません。 

インドネシアの代表的なお料理は、朝食に良く食

べます「ココナッツライス」があり、湯で野菜サ

ラダでは「ガドガド」があります。日本の皆さん

が良くご存知なのがインドネシアのチャーハン

「ナシゴレン」も美味しいです。 

最後にインドネシア語を少しご一緒に声に出

してみて下さい。 

お早うございます Selamt pagi.スラマットパギ 

こんにちは Selamat siang スラマット シアン 

ありがとう Terima kasih      トゥリマ カシ  

＜出席報告＞      宮崎正文出席委員長 

会員数 出席数 出席率 前回修正率

46 名 33 名 75.0％ 61.0％ 

＊事前欠席連絡 8名 
 

 
 
 
 

会報委員会（水村 滝沢 宅見）

第１４号 ２６２６回例会  ２０１０年１０月１４日（木） ☆会場：まるひろ 

さくら草ホール

☆点鐘：午後６時３０分

■当番：宮寺 成人

■■会長の時間    山岸義弘会長 

例会に先立ちまして、10/7 の行田の

公式訪問例会の際に急逝されました

当 RC 地区パストガバナー小池英輔様

のご冥福をお祈りして黙祷を捧げた

いと思います。今日は年二回の合同例

会でお互いの親睦を深めて頂ければ

と思います。ｱﾄﾗｸｼｮﾝは赤木聡さんに

懐かしいｵｰﾙﾃﾞｨｰｽﾞの演奏をお願いし

ておりますので楽しんで下さい。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■2010-2011ＲＩ会長：レイ・クリンギンスミス          ■ＲＩ第 2570 地区ガバナー：西川 武重郎 

■会長：山岸 義弘 幹事：関谷 永久 会報委員長：水村 雅啓  ■当番：繁田 光 

 

 
 
 
＜ビジター・ゲスト＞ 

第 2570地区職業奉仕部門委員長    橋本正彦様   
2008～2009 年度国際親善奨学生  菅谷聡子様 

（ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞ・ｴﾃﾞｨﾝﾊﾞﾗ大学大学院留学）    

■■■会長の時間       山岸義弘会長 

前回の南クラブとの合同例会には、沢山の方の

参加をいただき、ありがとうございました。又こ

の例会のフォトアルバムを早速 HP に石川会員
が Yahoo の合言葉制共有アルバムという新しい
機能を駆使して掲載をして頂いています。併せて

１１月の親睦旅行の日程表も写真付で掲載して

頂いています。クラブの HPを積極的に利用して、
会員間の情報伝達ができれば素晴らしい事です。 
本日は、職業奉仕月間にちなんで、橋本部門委

員長においで頂き卓話をお願いしております。こ

の機会に是非とも理解を深め、ﾛｰﾀﾘｱﾝとしての自

覚を持ってそれぞれの職業に活かして頂ければ

と考えております。 
留学生のピロン君ですが、先週の土曜日より繁

田光会員にホストファミリーをしていただいて

います。平岡会員には大変お世話になりありがと

うございました。その後は岩崎会員及び派遣留学

生の板木さんにお願いをする予定になっており

ますが、もう一件のホストファミリーが必要にな

ってきます。南クラブさんにもお願いをしており

ますが、当クラブの会員の方でも何方かいらっし

ゃいましたら、是非お願いをしたいと考えており

ます。時期は来年の春以降になります。 
年次総会が 12 月の第一例会に予定されており
ますので、入間 RC細則第一条第一節の規定によ
り水村指名委員長に指名委員会の開催をお願い

いたしました。 
２３日の万燈祭の初日に、第２回会員増強セミ

ナーが開催され、同時に坂戸で第４１期青少年交

換派遣候補生開講式ならびに第３９期帰国報告

会が開催されます。参加の調整中です。 
ここ数週間、例会日や会場が変則です。万燈祭

が例会振替になって来週の例会はありません。そ

して１１月の第一例会は会場が狭山市のニック

スになります。 

■■■幹事報告        関谷永久幹事 

1.事業参加費より５０００円を青少年交換事業
費負担金として振替を致します。 

2.来る１１月４日の例会は会場の都合でニック
ス（狭山市）にて行います。 

3.第 1３号週報の幹事報告協議事項 5その他③で
承認を提案事項に変更してください。 

4.10 月 23 日 14 時より坂戸オルモにて青少年交
換派遣候補生開校式及び青少年交換派遣生帰

国報告会  山岸会長、ピロン君 参加予定 
5.10 月 23 日 13 時 嵐山町国立女性教育会館に
て会員増強セミナー山岸会長、滑谷会員参加予定 
■■■回覧、配布物 

① ハイライトよねやま 128  

② 平成 22 年度福祉映画会ご案内 
③ 他ロータリー週報・例会変更 
④ 親睦旅行参加申し込み書 
⑤ 茶の香めーるＶol.38 
⑥ 第 2570 地区ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ事務所開設案内 
⑦ 腎・アイバンク会報 
⑧ 入間ＲＣ出席状況表（７月～９月） 
■■■委員長報告 

会員増強委員会       忽滑谷明委員長 

 10/23嵐山町国立女性教育会館にて会員増強セ
ミナーがあり参加いたします。入間万燈祭りで我

クラブのバザーを毎年楽しみにしているとの言

葉を頂き意義がある事だと感じ入りました。 
健康管理委員会       山根宏夫委員長 

 今年もインフルエンザの予防注射を11月25日

に予定しております。又 11 月 4 日には膝等の関

節鏡手術を拡大し、ビジブルに解り易くお話しす

る予定ですので是非例会にいらしてください。 

新世代部門委員長      滝沢文夫委員長 

ピロン君のホストファミリーが平岡(逹)会員宅よ
り繁田(光)会員宅に代わりました。平岡会員のご
家庭には大変お世話になりありがとうございま

した。繁田会員のご家庭にはこれからよろしくお

願いします。万燈まつり総務担当として、入間万

燈まつりのバザー品沢山集まり皆様ありがとう

ございました。 
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■■■ 講 師 卓 話 ■■■ 

『職業奉仕とは』     橋本正彦様 
今日は「職業奉仕は

ロータリーの原点であ

り、金看板である』と

言われるのは何故なの

か・この事について考

えてみたいと思います。

西川ガバナーの今年度

のテーマは『利他の心

で行動しよう』であり

ます。別の言い方をす

れば、ロータリーとは『人に対し思い遣りや善意

の心を持った人々の集まり』と言うことができま

す。従って、職業奉仕はロータリーそのものであ

ると言えるのです。ここの所がロータリークラブ

は慈善団体ではない…と言われる所以です。『自

分の職業を通じて、社会に奉仕する＝人様の役に

立つ』と言う態度で事業を営めば多くの人々が支

持してくれて、結果として事業は発展すると考え

られます。この考え方はシェルドンの、『最もよ

く奉仕するもの最も多く報われる』と同じであり、 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

高い職業倫理感を持って企業経営に努力するこ

とが、ロータリーの職業奉仕の基本的な考えです。

石田梅岩も「実の商人は先も立、我も立つことを

思うなり」と、実にシンプルな言葉で CSR の本質

的な精神を表現しており、私自身もこの精神で企

業を一生懸命遣った事により今日があると思っ

ております。 

 

＜出席報告＞      宮崎正文出席委員長 

会員数 出席数 出席率 前回修正率

46 名 30 名 71.4％ 81.8％ 

＊事前欠席連絡 6名 

＜ニコニコＢＯＸ＞    粕谷康彦ＳＡＡ 

橋本正彦様～今日は卓話お招きいただきあり

がとうございます。山岸義弘君、石川嘉彦君、吉

永章子君、関谷永久君、齋藤金作君、平岡達也君、

加藤国夫君～橋本部門委員長、菅谷さんようこそ。

繁田光君、加藤国夫君、大野賢次君、岩崎茂君、

齋藤金作君、齋藤福太郎君、摂田順一君、繁田昌

利君、細淵克則君、忽滑谷さん写真ありがとう。

繁田昌利君～早退します。 
本日¥23,000      累計¥301,000 

 
 
 
 
 
 

                 

 

会報委員会（水村 滝沢 宅見）

10/23(土)-24(日) 活動の PR とバザー&やきいも店 

暗くなっても大盛況

加藤会員特製の焼き芋機製造機です。

会員の皆様万燈祭りお疲れ様で

した。特に、初の試みの石焼安

納芋は写真の通り行列ができて

しまうほど、大盛況になりまし

た。来年も頑張りましょう。 2570 地区の交換留学生も参加ました。      
ピロン（ベルギー）、ジョン（ブラジル）、ブリジット（USA） 

第１６号 ２６２８回例会  ２０１０年１０月２３日（土） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■2010-2011ＲＩ会長：レイ・クリンギンスミス          ■ＲＩ第 2570 地区ガバナー：西川 武重郎 

■会長：山岸 義弘 幹事：関谷 永久 会報委員長：水村 雅啓  ■当番：齋藤 金作 

 

 
 
 
例会場は変更によりニックス（狭山市） 

＜１２月プログラム＞ 

＜今月のお祝い＞ 

会員誕生 
大野賢次君 関谷永久君 
宅見允君  摂田順一君 
野村信一君 

夫人誕生 
上野良子様 関谷ミサ子様 
粕谷美代子様  

結婚記念日 

宅見允君  齋藤福太郎君 
後藤賢治君 宮寺成人君 
松井秀男君 滝沢文夫君 
水村雅啓君 上野弘勝君 
森田英郎君 齋藤栄作君 
山畑雅廣君 関根靖郎君 

＜ビジター・ゲスト＞ 

豊岡第一病院整形外科     山根 誓二様  
米山奨学生    コチャワン・パッタマー様 

青少年交換留学生   チャールズ・ピロン様 

 

■■■会長の時間       山岸義弘会長 

平岡達也会員が長年の入間市代表監査委員の

功労で１１月３日の秋の叙勲で旭日単光章を受

章されました。おめでとうございます。又、先日

は万燈祭には二日間に亘り、お疲れ様でした。 
おかげさまで、成功裡に終了することができまし

た。近年恒例のバザーとパネル展示に加えて、特

に加藤会員には、大活躍をしていただき安納芋の

石焼き芋の販売を行いました。二日間に亘り立ち

っぱなしで、焼いていただき、お疲れ様でした。

繁田光会員の HP写真にも載っていますが、凄い
反響で、常に行列ができていました。来年も方法

を工夫しながら、継続できればと思います。２３

日の会員増強セミナーでは、加藤 PGが「ロータ
リアンとしての自覚」と題して基調講演をおこな

いました。今回は会員維持に重点をおいた内容で

した。席上「折角入会した人が、ﾛｰﾀﾘｰのことを

覚えないうちに、つまらなくなって退会してしま

う人が多い」、「そのためには是非とも新入会員の

ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝを充実してほしい。またレベル別のｵﾘ

ｴﾝﾃｰｼｮﾝも必要だと思う。」と述べていました。「今

後は会費の分納制度も必要。何名がクラブとして

最適な会員数か？新入会員にはきちっとアドバ

イザーを指名する。」とも強調していました。当

クラブは昨年の細淵年度に退会者ゼロで RIより
会員増強拡大賞の表彰を授与されました。改めて

会員維持の重要性を認識いたしました。青少年交

換派遣候補生の開講式では、すでに帰国留学生の

帰国報告を聞きて共通していたのが「ロータリー

にとても感謝している。今後はこの体験を生かし

て、ロータリーの趣旨に副って世界平和にも貢献

したい。」と言っているのが、印象的でした。「ま

さに我々の浄財でロータリーは世界にいいこと

をしている。」と実感しました。さて今月はロー

タリー財団月間です。2007 年の規定審議会にお
いて、採択決議案 07-116 ロータリー財団の未
来の夢計画の使命、標語、優先事項が承認され、

それ以降、大きく変貌しつつあります。 
■■■幹事報告        関谷永久幹事 

第 5回理事会報告 ＜協議事項＞ 

1.1 月のプログラムに付いて。        承認済 

6 日 木下市長年頭所感。 

13 日 ﾒｲｸ・ｱ・ｳｲｯｼｭ ｼﾞｬﾊﾟﾝ代表大野寿子様 

予算 4万円 

20 日ｸﾗﾌﾞ協議会  27 日新年会 

2.入間南合同例会会計報告。別紙決算書 承認済    

＜報告事項＞ 

1.11/3 入間航空祭、11/6ＩＭ演劇第 2回練習            

11/7 米山カウンセラー会議 11/9 第 1 回ＰＥ

 当番 内 容 

2 日 摂田 

年次総会 
ｲﾆｼｴｰｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ・豊田会員、 
職業紹介 宅見会員・大塚会員

9日 滝沢 米山奨学会 DVD鑑賞 

16 日  ｸﾘｽﾏｽ会（最終例会）  

23 日  法定休日 

30 日  
クラブ定款第6条第1節により

例会取り止め 
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ＴＳ、会長幹事会 11/21 ライラデー           

2.３月５日ＩＭ登録料振込み 一名 4000 円 

3.来年の万燈祭参加による寄付は定額ではなく

売り上げにより行う 

4.１１月のレート ８２円/＄ 

■■■回覧、配布物 

① ガバナー月信 第 5号 
② 学友会ニュース 10 月号(145 号) 
③ 他クラブ週報＆例会変更 
④ 親睦旅行参加申し込み 
⑤ インフルエンザ申し込み 
⑥ 入間市商工会キャッチフレーズ投票 
⑦ 入間基地退職者雇用協議会創立記念講演会 
■■■委員長報告 

会員増強委員会       忽滑谷明委員長 

 10/23に会長と第二回会員増強セミナーがあり

参加してまいりました。詳細については何かの機

会がありましたらご報告申し上げます。その際に

入間クラブは何故、昨年退会が少なかったのかと

の質問があり、当クラブの場合は派閥も在りませ

んし、先輩会員の後輩の面倒見が大変良く、石川

パストガバナーも一親睦委員として活動してお

り、そのような雰囲気で退会が少ないのではない

かと簡単に説明してまいりました。又、11/7 に

は米山奨学部門セミナーに出席してまいります。 

ロータリー情報委員会    山畑雅廣委員長 

 今回、石川パストガバナーを講師として質疑応

答の形で、ぜひ色々なお話を聞きたいと思ってお

りますので、３年未満又はそれ以外の方でも分か

らない方は是非ご参加ください。急に決まりまし

て 11/22 を予定しております。 

親睦活動委員会       吉沢誠十委員長 

 南ロータリークラブの合同例会は大変多くの

方に出席頂きました。再来週の親睦旅行は只今、

会員 20 名ご家族 3 名他 4 名の申し込みを頂いて

おりますが、まだまだ受け付けておりますので是

非ご参加ください。 

プログラム委員会      西山祐三委員長 

12 月プログラムのご案内をします。2日年次総
会・イニシエーションスピーチとして豊田会員、

職業紹介として宅見会員、大塚会員をお願いして

います。9日米山奨学会 DVD鑑賞。16日クリス
マス会（最終例会）の３回となります。   
社会奉仕委員会       松井秀男委員長 

 入間商工会が一月で 50 周年ということでキャ

ッチフレーズ投票キャンペーンを行っており、広

報委員として私と繁田光さんがメンバーとなっ

ています。是非賛同して頂いて良いキャチフレー

ズを皆さんで決めていただければと思います。 

国際奉仕委員会       齋藤栄作委員長 

 雇用協の田母神さんの公演申し込みを机の上

に置きました。ロータリー枠を貰っておりますの

で貴重な機会でもあり、お聞きになりたい方は是

非、私にご連絡頂ければ、お席を確保いたします。 

新世代部門委員会      滝沢文夫委員長 

交換学生(ピロン君)の近況報告をいたします。

10/17 川越祭り 10/24 入間万燈まつり       

10/29～11/1 豊岡高校修学旅行 11/3 入間航空祭 

新世代関連行事の予定は 11/7 東松山スリーデー

マーチ 11/13 青少年交換学生オリエンテーショ

ン 11/21 ライラデー 

健康管理委員会       山根宏夫委員長 

25 日のインフルエンザの予防注射はご家族や
御知り合いも構いませんので、是非入らして下さ

い。又、今日は私の次男が健康卓話で膝間接の話

を中心に解り易くお話させて頂きますので宜し

くお願いいたします。 
■■■ 講 師 卓 話 ■■■ 

『内視鏡・MRI による膝関節症の診断と治療 

人工膝関節置き換え手術の実際と効果』 

 山根 誓二様 

 本日は最近の膝関節

手術についてお話いた

します。先ず①番目とし

て変形性膝関節症につ

いてですが、加齢性の変

化、怪我、肥満で、軟骨

の摩擦により関節炎が

発症し、これが原因で疼

痛が発症する。重度にな

ると人工関節が必要で

す。②番目として前十字

靭帯損傷ですが、膝には 4つの靭帯があり、主に
スポーツにおける外傷で受傷、基本的に加療は関

節鏡による靭帯再建手術が必要となります。③番

として半月板(あわびの様なもので C 形をしてい
て、軟骨と軟骨の間のクッションの役割をしてい

る)損傷は前十字靭帯損傷と同じく、主にスポーツ
時における外傷で受傷し、加療は関節鏡による最

小侵襲手術を行います。4,5 日の入院で手術時間
は一時間程度です。変形性膝関節症の予防として

は、大腿四頭筋の強化、自転車、水泳、スクワッ

ト、足元に錘を付けて足の上げ下げ等です。ウエ

イトトレーニングを心がけ皆様、此れから一生の

努力を重ね元気でお過ごしください。 
＜出席報告＞      宮崎正文出席委員長 

会員数 出席数 出席率 前回修正率

46 名 33 名 75.0％ 83.3％ 

＊事前欠席連絡 5名 

＜ニコニコＢＯＸ＞     粕谷康彦ＳＡＡ 

山根宏夫君～本日は次男が卓話させていただき

ます。吉沢誠十君～山根誓二先生本日は卓話有難

うございます。母の肩の治療で大変お世話になり

ました。平岡達也君～この度、はからずも叙勲の

栄に浴しました。山岸義弘君、粕谷康彦君、関谷

永久君、野村信一君、石川嘉彦君～平岡達也さん

叙勲おめでとうございます。森田英郎君～平岡達

也さんおめでとうございます・石川さん写真あり

がとう。加藤国夫君、齋藤福太郎君、摂田順一君

～石川さん写真ありがとう。繁田昌利君～早退致

します。    本日¥97,000      累計¥398,000 

会報委員会（水村 滝沢 宅見）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■2010-2011ＲＩ会長：レイ・クリンギンスミス          ■ＲＩ第 2570 地区ガバナー：西川 武重郎 

■会長：山岸 義弘 幹事：関谷 永久 会報委員長：水村 雅啓  ■当番：齋藤 栄作 

 

 
 
 

＜ビジター・ゲスト＞ 

入間市障害者就労センターりぼん         

コーディネーター・センター長 黒古 次男様  
■■■叙勲お祝い       平岡達也会員        

「旭日単光賞」 
 一昨日皇居に伺

いまして陛下に拝

謁させて頂きまし

た。ありがとうご

ざいます。 

■■■会長の時間       山岸義弘会長 

１１月７日（日）に東松山ｽﾘｰﾃﾞｰﾏｰﾁにシャルル

君と参加してまいりました。今年で第３３回目のこ

の大会は、90 有余年の歴史と伝統を誇るオランダ
の国際ﾌｫｰﾃﾞｰﾏｰﾁが発祥で、日本では 1978年（昭和
53 年）に群馬県の新町で産声をあげ、第 3 回大会
からは、開催地を埼玉県東松山市へ移し、いまでは

世界ﾄｯﾌﾟｸﾗｽの国際ｳｵｰｷﾝｸﾞ大会へと成長してきま

した。ﾍﾞﾙｷﾞｰでもこの大会があるとのことで、彼も

とても喜んでいました。当日は１０ｋｍのｺｰｽを歩

いてきました。３日には航空祭に繁田光会員と一緒

に行き、ＨＰにﾌﾞﾙｰｲﾝﾊﾟﾙｽの素晴らしい写真を投稿

して頂いて、会員よりコメントも多く寄せられてい

ました。又、一昨日の川越ＲＣへのﾒｰｸｱｯﾌﾟに５人

で訪問した記事も投稿してあり、だんだんＨＰが有

効に機能し始めていることを実感しています。 
ＰＥＴＳが11月19日に川越氷川会館で行われま
す。２回行い、一回目は、来年度の地区運営方針を

いち早くお伝えし、地区役員の選出のご協力をお願

いする為のものです。来年 1月に米国にて国際協議
会が開催され、2月末には、第二回ＰＥＴＳを開催
し、ＲＩテーマ等を会員にお伝えする予定です。 
今月はロータリー財団月間ですが、先日嬉しい連

絡があり、Ｒ財団ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの地区補助金が、本年度

のＬＥＤ防犯灯設置事業にたいして 2000ドルの補
助金が内定との連絡がまいりました。補助金の対象

は、人道的ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑと環境保全ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑのみに限定さ

れていますが、今後も有効に利用していきたいと考

えます。米山記念館の月桂樹の挿し木の事業も申請

予定です。50 周年記念実行委員会の大野会員、山
畑会員、繁田昌利会員を中心に検討をお願いします。 
■■■幹事報告        関谷永久幹事 

1.11/13 第 2 回新世代オリエンテーション 

■■■回覧、配布物 

① ロータリーの友 11 月号 
② 派遣学生 10 月次報告書 
③ 他クラブ週報 
④ 万燈祭り実行委員会お礼 
⑤ 奄美地方豪雨災害義援金お願い 
⑥ 10/14 入間南ＲＣ合同例会会計報告 
⑦ インフルエンザ申し込み 
■■■委員長報告 

クラブ奉仕委員会      吉永章子委員長 

 第 2回米山奨学部門ｾﾐﾅｰが 11/7東松山の紫雲
閣にて開催されました。ｶｳﾝｾﾗｰと奨学生にわかれ

ての分科会が行われました。奨学期間を終えた学

生の消息がつかみにくい・ﾎｰﾑｶﾐﾝｸﾞ制度で学友を

里帰りさせ活躍を披露してもらう・東松山のｽﾘｰ

ﾃﾞｰﾏｰﾁに参加させては等の発表がありました。 
ロータリー情報委員会    山畑雅廣委員長 

 11/22 に「久保稲荷公民館」にて勉強会を開催

します。5 年未満会員の方は参加してください。 

親睦活動委員会       吉沢誠十委員長 

来週の親睦旅行の詳細を事務局の奥田さんより

ご連絡致しましたので、宜しくお願いいたします。 

雑誌委員会         友野政彦委員長 

 ポストポリオ症候群についての記事があります。

先進国では発症のないポリオですが、中高年から再

発の可能性がある事、後遺症に苦しむ事も多いこと

から、忘れてはならない問題であると述べられてい

ます。又、縦組み 7頁に紹介されている東京中野Ｒ

Ｃ会員の女性も後遺症と闘っている方です。 

新世代部門委員会            滝沢文夫委員長 

青少年交換学生の板木さんからの月次報告を

回覧します。ベルギーのホストファミリーと食事

に行き、カンガルーの肉やカエルを食べたエピソ

ードなども書かれていました。11/21会長とピロ
ン君と私の 3名でライラデーに参加の予定です。 
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■■■ 講 師 卓 話 ■■■ 

「障害があっても働きたい！   

働き続けたい!そんな皆さんを応援します。」   

黒古次男様 

 21年 5月 11日入間市障害
者就労支援センターりぼん

を市役所内にオープンしま

した。『りぼん』は、「働きた

い！」「働き続けたい！」と

いう障害のある方を支援す 

るところです。面接の練習やハローワークへの同

行、職場実習などを行います。また、就労した後

には働き続けるために巡回支援なども行います。 

確かな就労と定着の為に職場の見学、実習にご

協力ください。実習期間は概ね二週間で、職場の 

方針に合わせ就労支援者が、ジョブコーチとして

巡回支援を行います。採用に当たって国では「法

定求職者雇用開発助成金｣などを支給する制度を 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

                 

                 

定めており、平成 27 年からは常用雇用労働者が

101 人以上（今は 201 人以上 ）の事業主にも適

応されます。障害のある人も無い人も一緒に働く、

住みよい社会にご協力宜しくお願いいたします。 

 

＜出席報告＞      宮崎正文出席委員長 

会員数 出席数 出席率 前回修正率

46 名 31 名 70.5％ 81.0％ 

＊事前欠席連絡 6名 

＜ニコニコＢＯＸ＞    粕谷康彦ＳＡＡ 

岩崎茂君～平岡さん叙勲受賞おめでとうござい

ます。諸井克彦君～入間市より技能功労者として

表彰されました。齋藤栄作君～黒古さん宜しく・

忽滑谷さん写真ありがとう。松井秀男君～黒古さ

ん宜しく。吉沢誠十君～忽滑谷さん写真ありがと

う・早退します。友野雅彦君～早退致します。 
    本日 ¥11,000      累計 ¥409,000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

第１９号 ２６３１回例会 ２０１０年 11 月１７～１８日 

■当番：吉沢 誠十

■群馬 (川場温泉)

最高の小春日和

でした。 

川場悠湯里庵にて楽しい宴会 

レイクフォレスト 

昭和村/さくら工房で蒟蒻作りに挑戦 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■2010-2011ＲＩ会長：レイ・クリンギンスミス           

■会長：山岸 義弘 幹事：関谷 永久 会報委員長：水村 雅啓   

 

 
 
 
例会場は、まるひろ･さくら草ホールに変更 

＜ビジター・ゲスト＞ 

田島法律事務所     弁護士 田島義久様 

 

■■■会長の時間       山岸義弘会長 

親睦旅行は先週の水・木曜に行われ初めての試

みで午後の出発といたしました。宿泊場所は吉沢

親睦委員長が推薦してくれた川場温泉のかやぶ

き源泉湯宿悠湯里庵。今年の 3月開業の大変素晴

らしい宿でした。一日目には石川ＰＧの推薦もあ

り元入間 RC 会員西久保信六氏経営の管理釣り場

のレイクフォレストに立ち寄り飲み物をご馳走

になりました。夜の宴会には西久保信六氏をお招

きし和やかな宴を催しました。切り絵百景館では、

日本の最優秀賞を含めたきり絵の展示を鑑賞、吉

祥寺では紅葉を、昭和村のさくら工房では、皆が

割烹着を着ての、こんにゃく作り体験、群馬県立

歴史博物館では群馬出身の４名の総理大臣を中

心とした特別展示を見てまいりました。紅葉から

料理教室、歴史の勉強等、盛り沢山の企画を楽し

み、石川ＰＧをはじめ、晝間会員、間野会員、豊

田会員の親睦委員の皆様にも恵まれ、とても近場

でしたが、素晴らしい親睦旅行が出来ありがとう

ございました。 

青少年交換ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの第 2回ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 11 月 13

日にピロンと摂田ｶｳﾝｾﾗｰの 3 人で行ってまいり

ました。来日学生にはカウンセリング、日本語指

導が、派遣候補生には派遣先へのｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝの記

入法の解説がおこなわれました。 

１９日の会長幹事会では、醍醐地区ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ委

員長がみえまして、現在約６０名の登録がありま

すが、是非積極的に登録参加の要請がありました。

また小池Ｒ財団部門委員長から財団に関しての

卓話がありました。今 99.5％まで達成されたポ

リオ撲滅ですが、これには３人の日本人の活躍が

大きく関わっていたと強調していました。1960

年ポリオの治療のため夕張市に赴いた札幌医大

の河邨文一郎で、二人目は東京麹町ＲＣの山田ツ

ネさん、1981 年からハシカの免疫ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを監

督するためﾎﾞﾗﾝﾃｨｱとしてｲﾝﾄﾞに行き、その時の

経験がポリオ免疫ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを発足させたとの事

です。国際協議会のｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰであった山田さ

んは 1986~1987 年度の国際協議会で、ﾎﾟﾘｵ撲滅の

ために 1 億 2000 万ドルの募金活動を全世界にむ

けて訴え、参加者の拍手はいつまでも鳴りやまな

かったのです。もう一方は山田さんのﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活

動にいつも同行していた、山田さんの次に地区国

際奉仕委員長を勤められた峰英二医師です。 

ＧＳＥですが 4 月 7 日～12 日までｵｰｽﾄﾗﾘｱ第

9630 地区ﾌﾞﾘｽﾍﾞｰﾝよりのﾒﾝﾊﾞｰ 5 名を第 3Ｇで受

入の要請があり、それに伴って 2名を入間、入間

南、日高で受け入れてほしいとの事でした。相談

の結果入間南 RC に２名ともお願いいたしました。 

豊岡高校創立 90周年記念式典及び祝賀会が 20

日に挙行され入間 RC は７名の会員が出席いたし

ました。記念式典.祝賀会ともに盛大に執り行わ

れました。卒業生に恵まれ、木下入間市長が実行

委員長、仲川狭山市長が実行副委員長とのことで、

市長としての来賓挨拶ではなくて、それぞれ実行

委員長挨拶、祝賀会の開会の辞を務めていました。 

21 日ライラデーが紫雲閣で行われ、滝沢新世

代委員長と参加してきました。ﾁｬｰﾙｽﾞ君もﾍﾞﾙｷﾞ

―の愛国心について仏語でスピーチしました。本

年は「国際的視野から見た日本」をﾃｰﾏに ROTEX

の４名の学生さんが中心となり、それぞれの派遣

体験をとおしての素晴らしい発表がありました。

後半はｸﾞﾙｰﾌﾟﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝと発表でした。 

昨年の5月21日より施行された裁判員制度が、

一年半がたちました。耳かき店員の裁判又、横浜

沖バラバラの事件でともに死刑が求刑された裁

判員裁判が行われました。我々も何時裁判員に指

名されるかわかりません、本日は常日頃関心のあ

る、裁判員制度にまつわる卓話を田島先生にお願

いをいたしました。宜しくお願いいたします。 

■■■幹事報告        関谷永久幹事 

1.2012－2013 年度海外派遣国際親善学生募集 

 資格・地区内に在勤在学いずれかで 2ヵ年大学

課程修了、高卒で 2年以上職業従事、分野不問 

2.11/29 市内 4クラブ合同懇親会、入間ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗ

ﾌﾞ、入間南ＲＣ、入間青年会議所、入間ＲＣ 
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瓦瓦版版・・すすぎぎややまま vvooll..２２００  
我々が小学生の頃習った唄に『芝刈り縄ないわらじを作り、兄弟仲よく孝行盡す手本は二宮

金次郎』という唄があった。勤倹貯蓄は人間の理想と教えていた。わずかでも貯蓄に励みその

累積が個人の裕福に個人の幸せにつながると教えていた。どこの小学校にも二宮金次郎の銅像

があった。今日こうした政治が行われていたらどうだろう。倹約無駄の排除はよいが行過ぎる

と世の中が、不景気になってしまう。その舵取りが難しい 優れた政治家に依頼する外ない。

不景気になると不幸な人が大勢でて世の中が沈んでしまう。 

3.2011.1.11入間市商工会５０周年記念式典招待 

4.冬の交通安全運動 12/1 より 12/14 実施 

5.１２月ロータリーレートは８２円です 

＜回覧、配布物＞ 

① ハイライトよねやま 129 
② 他クラブ週報・例会変更 
③ 18,19 号週報 
 

■■■委員長報告 

ロータリー情報委員会    山畑雅廣委員長 

 11/22に情報委員会の勉強会を開き 14名の参加

がありました。石川 PG の真面目なお話で、少々硬

くなってしまい申し訳なかったかと思います。来

年は私に変わり岩崎委員長より若い人達に解り易

くお話をお願い出来ればと思います。 

新世代部門委員会      滝沢文夫委員長 

11/21 に会長と東松山市の紫雲閣にて行われた

ライラデーに参加してきました。内容は、ROTEX

の会員による講演で「国際的視野から見た日本」

でした。アメリカ、南米、欧州、アジアから見た

日本をそれぞれの地区に派遣されたROTEXが紹介

してくれました。派遣留学生のスピーチもあり、

ピロン君のスピーチでは母国ベルギーはいつ分

裂してもおかしくないことや、母国の国歌も知ら

ないと言ってました。少なからず驚きでした。 

   
＜ニコニコＢＯＸ＞     粕谷康彦ＳＡＡ 

西久保信六様～親睦旅行ありがとうございました。

関谷永久君～田島先生卓話宜しくお願いします。

粕谷康彦君～田島先生卓話ありがとうございま

す・山根先生インフルエンザ接種ありがとうござ

います。岩崎茂君～平岡達也会員、旅行帰り送っ

て頂きありがとう・加藤さん写真ありがとう。吉

永章子君～吉沢親睦委員長良い旅行ありがとう・

加藤さん写真ありがとう。忽滑谷明君～山根先生

予防接種ありがとう・加藤さん写真ありがとう。

関根靖郎君～加藤さん写真ありがとう・早退致し

ます。滝沢文夫君、平岡勲一郎君、友野政彦君、

宮寺成人君～加藤さんいつも写真ありがとう。 
     本日¥20,500    累計¥429,500 
 

＜出席報告＞      宮崎正文出席委員長 

会員数 出席数 出席率 前回修正率 

46 名 30 名 68.2％ 84.1％ 

＊ 事前欠席連絡 8名 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■■■ 講 師 卓 話 ■■■ 

「裁判員制度の現状と見通し」 

弁護士 田島義久様 

私は今ライオンズクラブの

会長をしておりますが、会員が

ドンドン減っていて非常に危

機状態で、皆にはっぱを掛けて

いますが、一向に改善されてお

らず困っております。 

今日の本題であります裁判

員制度は平成 12 年頃から導入

の検討がされ、アメリカの陪審制とは異なり、参

審制での裁判員制度が、平成 21 年 5 月より開始

されました。陪審制とは有罪か無罪を決めるだけ

ですが、参審制は審議、事実確認、判決まで関与

する制度です。全国で平成 21 年 5 月 21 日～平成

22 年 8 月 31 日迄に審議された起訴件数は 2416

件で、埼玉での審議は 115 件でした。裁判員に選

ばれる条件は 70 歳以下の選挙権がある常識人で、

例外としては法律の専門家や事件に利害関係の

ある人は除かれます。裁判所から裁判員候補者と

しての手紙が届いた場合には、質問状に回答して

裁判所に出しますと OK になった人の中から抽選

で選ばれ、実際の裁判の六週間前に呼ばれます。

検察側、弁護士側双方からの人選後裁判所が最後

に決定を出しますが、選ばれた方(6 名・予備 2

名)は都合を言って、その裁判に行きたくない理

由を主張する権利があります。 

実際の裁判員裁判の流れは 1.検察側が起訴状を

朗読する 2.証拠調べ手続き 3.弁論手続き 4.評議

(評議室)5.判決手続きです。今までに選ばれた人

達のアンケート結果としては、90%の人達が理解

しやすかったと回答しており、良い経験をしたと

回答した割合も 96%になっております。 

 日本国民の90%近くが死刑制度に賛成している

現状では裁判員裁判の扱う事件から、死刑に関係

する事件を外すし、軽い事件だけにするのか、又

は死刑を求刑した人達のケアをどの様にしてい

ったら良いのか等まだまだ課題は沢山あり、多く

の国民は裁判員制度には賛成していても自分は

遣りたくないと言うのが本音でしょう。私の見解

としては紆余曲折をしながら国民の義務として

裁判員制度は存続していく事と考えております。

最後にＱ＆Ａの冊子をお持ち帰り下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会報委員会（水村 滝沢 宅見）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■2010-2011ＲＩ会長：レイ・クリンギンスミス          ■ＲＩ第 2570 地区ガバナー：西川 武重郎 

■会長：山岸 義弘 幹事：関谷 永久 会報委員長：水村 雅啓  ■当番：関根 靖郎 

 

 
 
 
＜１月プログラム＞ 

＜今月のお祝い＞  

会員誕生 

石川嘉彦君 忽滑谷明君 
滝沢文夫君 加藤国夫君 
細淵克則君 荒井正武君 
晝間和弘君 

夫人誕生 
齋藤秀子様 西山晴世様 
宮寺美智子様  

結婚記念日 杉山定太郎君 
＜ビジター・ゲスト＞ 

米山奨学生    コチャワン・パッタマー様 

■■■クラブ年次総会■■■ 

水村雅啓指名委員長 

10/28 指名委員会を開催（出席者：水村委員長、
山畑・岩崎・細淵各委員）、2013～14年度会長候
補者に友野雅彦会員を指名しました。友野会員は、

昭和 31年 9月生まれ、平成 10年 9月入会。山
畑年度の幹事をはじめ社会、職業奉仕など多くの

委員長を歴任している優秀なクラブ会員です。 
11/12諮問委員会にて承認を得ましたので、年次
総会に報告いたします。 
○総会にて、全会一致で承認されました。 
宮寺成人会長エレクト 

2011～2012年度クラブ役員・理事 
会長 宮寺成人会員：会長エレクト 吉永章子会員 
幹事 加藤国夫会員：ＳＡＡ 諸井克彦会員 
会計 関根靖郎会員 
クラブ奉仕委員長 友野雅彦会員(その他は未定) 
○総会にて、全会一致で承認されました。 
友野政彦会員あいさつ 

本日、水村委員長より指名を

受け、総会にて承認を頂きまし

た。謹んでお受けいたします。

皆様のお力を借りて頑張る所存です。よろしくお

願いいたします。  

■■■会長の時間       山岸義弘会長 

１２月は家族月間です。これは世界平和は地域、

家族から始まるとの考えから、以前は 2月の第 2

週を家族週間と指定していましたが、2003 年７

月の RI 理事会で家族の重要性を主眼にしたこと

を称え、12 月を家族月間と指定しました。ﾛｰﾀﾘｰ

の家族は、一般的な家族の枠組を超えた存在で、

各種の留学生、ﾛｰﾀｰｱｸﾄ、ｲﾝﾀｰｱｸﾄ等全てがﾛｰﾀﾘｰ

家族の一員であるとされています。今月は家族会

としてｸﾘｽﾏｽ例会が予定されていますので、多く

のご家族の参加を宜しくお願いいたします。 

ｸﾗﾌﾞの HP に今回も忽滑谷さんが親睦旅行、石

川 PG が大阪で開催のﾛｰﾀﾘｰ研究会の記事を写真

入りで掲載して頂き、両方とも写真からその時の

雰囲気が伝わってきます。HP にはガバナー月信

もﾘﾝｸしてあり､吹上 RC のﾁｬｰﾀｰﾒﾝﾊﾞｰで本年度の

地区世界遺産登録推進委員長の鈴木秀憲さんが

ｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰﾆ決まったなど紹介されています。又、

西川ｶﾞﾊﾞﾅｰの小池 PDG への追悼の言葉も掲載さ

れ、あらためてご冥福をお祈り申し上げます。 

市民活動ｾﾝﾀｰの登録決定についてですが、営利

を目的としない自主的な社会貢献活動を応援す

る施設でして、「入間市社会福祉協議会 まちづ

くりｻﾎﾟｰﾄﾈｯﾄ元気な入間」と連携し、活動室は最

大 150 名～10 名程度で予約来館又は電話

(2964-2511)。使用後はモップなどで必ず清掃。

開館時間午前9時～午後9時 30分(休館日年末年

始のみ)。飲食は禁止、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ ﾊﾟｿｺﾝ ﾏｲｸｾ

ｯﾄの貸し出し可。ﾐｰﾃｨﾝｸﾞｺｰﾅｰは空いていれば予

約なしで何時でも使えます。 
■■■幹事報告        関谷永久幹事 

第 6回理事会報告 ＜協議事項＞ 

1.2 月のプログラム日付未定、警察署長卓話、入

間基地指令卓話、パスト会長卓話（2.3.5.6 月）

10 分程度、例会一回三人依頼する。         

2.会計報告、万燈まつり、親睦旅行          

3.少年野球大会支援、市内中学生硬式野球チーム     

＜報告事項＞ 

 当番 内 容 

6 日 滝沢 市長年頭所感 

13 日 宅見 
講師卓話 ﾒｲｸ･ｱ･ｳｲｯｼｭｵﾌﾞ 

ｼﾞｬﾊﾟﾝ 大野寿子様

20 日 友野 第 4回クラブ協議会  

27 日  新年会 （場所は未定） 

The Rotary Club of Iruma  Club Bulletin 

入間ロータリークラブ週報      

■例会日：木曜日 12：30～13：30   

■例会場：丸広百貨店入間店６Ｆ バンケットホール  

Tel.04-2963-1111  

■事務所：〒358-0023 入間市扇台 3-3-7 ハイツ斎竹 101 号 

Tel.04-2964-1700 Fax.04-2965-5788    

Email：iruma－rc＠jupiter.plala.or.jp

2010-2011 年 RI テーマ 第２１号２６３３回例会  ２０１０年１２月 ２日（木） 



1.12/4 2011-2012Ｒ財団国際親善奨学生候補者 

第 2回オリエンテーション 

2.12/11 青少年交換学生第 3回ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ  

3.12/12 米山奨学部門クリスマス感謝の集い 

4.12/19 ローテックス特別行事 

5.次回 12/9 例会は７階さくら草ホール 

■■■回覧、配布物 

① ロータリーの友 12 月号 
② 学友会ニュース 
③ 他クラブ週報＆例会変更 
④ クリスマス家族会参加申し込み 
⑤ ｢第 39 回ロータリー研究会｣報告 
⑥ 週報 20 号 
■■■委員長報告 

会員増強委員会       忽滑谷明委員長 

 引き続き会員増強にご協力をお願い致します。 

ロータリー情報委員会     石川嘉彦会員 

 第 39回ﾛｰﾀﾘｰ研究会に11/25から3日間出席し

てまいりました。「ﾛｰﾀﾘｰ研究会」とは年に一度、

毎年 11 月頃に現ｶﾞﾊﾞﾅｰ、ｶﾞﾊﾞﾅｰ・ｴﾚｸﾄ(この両者

は義務出席)及び PG による勉強会のようなもの

で、第 1 日目ﾚｲ･ｸﾘﾝｷﾞﾝｽﾐｽ RI 会長による基調講

演が約 700 名の参加によりありました。 

親睦活動委員会       吉沢誠十委員長 

 12/16.PM6:30よりヘリテイジ飯能(元飯能プリ

ンス)においてクリスマス例会を行います。皆様、

御家族の方の参加をお願いします。本年はロータ

リー財団国際親善奨学生候補の工藤聖彦さんを

迎えてマリンバの演奏があります。 

雑誌委員会         友野政彦委員長 

 今月は「家族月間」という事で横組み 4頁より

家族のスナップ、そして家族と会員が参加する活

動が紹介されています。又、縦組み 2頁の香川で

の IM 基調講演ですが、地震に関するもので、と

ても知識が深まりました。是非ご一読下さい。 

プログラム委員会      西山祐三委員長 

1 月プログラムのご案内をします。1/6 市長年

頭所感、1/13 講師卓話・ﾒｲｸ･ｱ･ｳｲｯｼｭｵﾌﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ         

大野寿子様、1/20 第 4 回クラブ協議会、1/27   

新年会(場所は未定）となります。 

国際奉仕委員会       齋藤栄作委員長 

 11/29「やまき」で各委員会より合計 6名の出

席で第 3回 家庭集会を開催いたしました。新世

代を第五部門へ、又、今後の交換留学生の件つい

てﾌﾘｰﾄｰｸにて話し合いました。1/29 にｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾘ

ﾝｽﾎﾃﾙ新高輪で開催される第 4回全国ＲＹＬＡ研

究会に参加してみようという話も出ました。 

＜ニコニコＢＯＸ＞     粕谷康彦ＳＡＡ 

関谷永久君～妻ミサ子が 4/12 に倒れて、11/30
に退院でき今後は社会復帰に向けていきます。豊

田義継君～今日はスピーチさせて頂きありがと

うございます。細淵克則君～今週狭山中央 RC卓
話に行って来ました・加藤さん写真ありがとう。

山岸義弘君、石川嘉彦君、岩崎茂君、吉沢誠十君、

齋藤栄作君～加藤さん、忽滑谷さん写真ありがと

う。関谷永久君、関根靖郎君、友野政彦君、加藤

国夫君、吉永章子君、西山祐三君～忽滑谷さん写

真ありがとう。宮崎正文君～早退します。   
本日¥72,000      累計¥501,500 
■■■イニシエーションスピーチ■■■ 

豊田義継会員(職業分類：鉱業 亜炭 採掘販売) 
出身は愛媛県松山市で、私の

４代前迄は武士でありました。

明治維新になり、３代前の義明

が石炭鉱山を興し、我が家の家

業となりました。以来今日迄

117年の歴史を持つ会社となり

ました。社名は日豊鉱業株式会

社です。昭和 20 年迄は北海道で金山、炭鉱経営

をしていましたが、縁があり飯能市の亜炭鉱山も

昭和 17 年に買収し、以来 68 年飯能で事業をして

おります。宮城県栗原市に金成鉱山という 100％

露天掘りの鉱山も稼働しています。会社の一番の

柱は肥料で、昭和 23 年から亜炭鉱物に含まれる

フミン酸という腐植酸を活用し、天然有機肥料原

料としての販売に方向転換をしました。今では当

たり前の有機肥料ですが、当時は私共だけが有機

肥料をやっており固体燃料から有機肥料へ転換

したことが、長く事業を継続出来た原因と思って

います。もう一つの柱は、亜炭鉱物と炭質頁岩に

含まれる多量のミネラルを畜産飼料に配合する

飼料原料として販売することです。これは動物に

必要とされるミネラル分を天然資源から補給す

るもので、JA 等に出荷しています。他に、亜炭

は活性炭に似た成分も含まれ、水の浄化、特に重

金属を吸着する性能に優れており、工場の排水処

理剤として環境に役立つ仕事もしています。 

 家族は妻と娘２人です。趣味は 40 年のキャリ

アがあるゴルフで、今の私にとって一番楽しいゴ

ルフは夏、子供と軽井沢でするゴルフです。所属

している旧軽井沢ゴルフクラブは、日本でも最も

古いゴルフクラブの１つですが、良い所はメンバ

ーが少ないこと、またいつ行っても空いており、

後ろを気にする必要がないので気楽です。もう一

つのゴルフの顔は、入間市にあります狭山ゴルフ

クラブです。６年前からは取締役として会社の経

営という立場から見ていると、現在のゴルフ場経

営は大変だとつくづく思います。私の本業と異業

種なので、経営面でとても勉強になります。 

ゴルフ場の土地と建物の固定資産税だけで入

間市に年間１億４千万円支払っており、その他名

門コースを保つ為のコース維持に多額の金を必

要とします。台風や降雪等があるとコース内の樹

木が倒れ、数百万円もの臨時支出も出ます。 

入会いたしまして３ヶ月半が経ちましたが、皆

様方の御指導を受け立派なロータリアンになる

よう努力する所存です。 

＜出席報告＞      繁田光前出席委員長 

会員数 出席数 出席率 前回修正率

46 名 33 名 75.0％ 77.3％ 

＊事前欠席連絡 5名 
会報委員会（水村 滝沢 宅見）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■2010-2011ＲＩ会長：レイ・クリンギンスミス          ■ＲＩ第 2570 地区ガバナー：西川 武重郎 

■会長：山岸 義弘 幹事：関谷 永久 会報委員長：水村 雅啓  ■当番：摂田 順一 

 

 
 
 
例会場は、丸広･さくら草ホールに変更 

＜ビジター・ゲスト＞ 

入間南ロータリークラブ    斎藤 治郎様  
■■■会長の時間       山岸義弘会長 

本日、県立豊岡高等学校を訪問し、12/20 よりﾁｬ

ｰﾙｽﾞ君のﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰが岩崎会員宅に変更になる旨の

ご挨拶に行ってまいりました。又、小田元会員の退

会によりＲ財団委員長が不在になりますので、同委

員会の吉沢会員を委員長代行にお願いいたしまし

た。12/19 に入間南 RC の創立 20 周年記念式典が目

白のﾌｫｰｼｰｽﾞﾝｽﾞﾎﾃﾙで開催されます。今回は極内輪

でお祝いをしたいとの事で、入間 RC よりは、設立

当時の斉藤金作特別代表と関谷幹事と私の3名とで

出席させて頂きます。あとは木下入間市長と外部の

方４名との事ですので、ご承知おき下さい。いずれ

に致しましても全会員の皆様で心よりお祝い申し

上げたいと思います。 

パスト G の飯野行雄様（川越小江戸 RC・1990～

1991 度）が 11/30、93 歳でご逝去されました。地区

の HP で調べてみますと、地区への出向者は４人で

諮問委員会に繁田正一 PG、ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ委員会に斉藤金

作会員、高齢者環境保全委員会に中島 毅さん、財

団増強委員会に八木一郎さん、入間クラブは 32 代

浅見仁一郎会長、摂田幹事の時代です。ご冥福をお

祈り申し上げます。 

 LED 防犯灯設置事業に対します、ﾛｰﾀﾘｰ財団の地区

補助金が 12/3 に上限額の 2000 ドル、176000 円が振

込まれ、早速創立 50 周年記念継続事業特別会計の

口座に振替をさせて頂きました。ご協力ありがとう

御座いました。次回は 2/15 の後期ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ申請書

提出締切日に向けて、月桂樹の挿し木事業について

も申請する予定です。申請につき今後の計画が全て

決定していなくてはいけませんので、大会実行委員

長の大野会員、記念事業委員長の繁田昌利会員を中

心に挿し木の配布活用方法及び予算を検討して頂

きたいと考えております。ご意見提案等がある方は、

是非参画して意義ある計画にしたいと思いますの

で、宜しくお願いいたします。本日は米山記念奨学

会のＤＶＤの鑑賞する機会がないと考え企画いた

しました。 
■■■幹事報告        関谷永久幹事 

1.事業参加費の不足状態及び残金少ない方は入金を
お願いします。 

2.例会の会場変更がある場合はエレベーター内及び
何時もの例会場入り口に変更通知を掲示 

3.12/11 青少年交換学生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ&ｸﾘｽﾏｽ会 
4.1/22 2570地区第 3グループ会長幹事会 
5.1/29 第 4 回全国ライラ研究会 ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ高輪 

■■■回覧、配布物 

① ガバナー月信第 6号 
② 派遣学生 11 月次報告書 
③ 他クラブ週報 
④ クリスマス家族会申し込み 
⑤ 第 21 号週報 
■■■委員長報告 

国際奉仕委員会       齋藤栄作委員長 

 全国ライラ研究会に有志を募りまして参加した
いと思いますので宜しくお願い致します。 
新世代部門委員会         滝沢文夫委員長 

12/11青少年交換学生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ&ｸﾘｽﾏｽ会にはピロン

君と摂田カウンセラーが出席予定です。次週よりピ

ロン君のﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰが岩崎会員宅になり皆さんでバッ

クアップお願い致します。交換学生の板木さんの月

次報告が回覧されていますので一読下さい。 

＜ニコニコＢＯＸ＞    粕谷康彦ＳＡＡ 

斎藤治郎様～本日はお世話になります。加藤国夫君

～万燈祭りの売り上げから尊い財源頂きました。晝

間和弘君～滝沢さん柚子有難う、写真ありがとう。

平岡達也君～加藤さん・忽滑谷さん写真ありがとう。

粕谷康彦君、宅見允君、豊田義継君、吉沢誠十君、

忽滑谷明君、宮崎正文君、摂田順一君、森田英郎君、

西山祐三君、齋藤栄作君～滝沢さん柚子ありがとう。

岩崎茂君～遅刻しました。関根靖郎君、吉永章子君

～早退致します。 
     本日 ¥27,000      累計 ¥528,500 
＜出席報告＞     宮崎正文出席委員長 

会員 出席数 出席率 前回修正率
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入間ロータリークラブ週報      

■例会日：木曜日 12：30～13：30   

■例会場：丸広百貨店入間店６Ｆ バンケットホール  

Tel.04-2963-1111

■事務所：〒358-0023 入間市扇台 3-3-7 ハイツ斎竹 101 号 

Tel.04-2964-1700 Fax.04-2965-5788    

Email：iruma－rc＠jupiter.plala.or.jp
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45 名 30 名 69.8％ 86.4％ 

＊事前欠席連絡 4名 

■■■米山奨学会ＤＶＤ鑑賞会■■■ 

繁田光委員長 

先週からお願いしています奨学会へのご寄付、沢山

の皆様から頂きありがとうございます。最初の「心を

つないで世界へ」は奨学生が終わって社会で活躍して

いる姿を描いています。次の「素晴しい贈り物」は米

山奨学会を紹介したＤＶＤです。素晴らしい内容です

ので皆様宜しくお願い致します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

                 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２３号 ２６３５回例会 ２０１０年 1２月１６日 

■点鐘： 18:30

■ヘリテイジ飯能

会報委員会（水村 滝沢 宅見）

ロータリー財団奨学生候補 

工藤聖彦様によるマリンバ演奏



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■2010-2011ＲＩ会長：レイ・クリンギンスミス          ■ＲＩ第 2570 地区ガバナー：西川 武重郎 

■会長：山岸 義弘 幹事：関谷 永久 会報委員長：水村 雅啓  ■当番：滝沢 文夫 

 

 
 
 
＜今月のお祝い＞ 

会員誕生 
水村雅啓君 宮寺成人君 
吉沢誠十君 齋藤栄作君 
宮寺正文君 新井格君 

夫人誕生 
大塚珠代様 諸井悦子様 
後藤美智子様  

結婚記念日 山岸義弘君 山根宏夫君 
＜ビジター・ゲスト＞ 

入間市市長           木下 博様  
米山奨学生    コチャワン・パッタマー様 

青少年交換留学生   チャールズ・ピロン様 

 

■■■会長の時間       山岸義弘会長 

新年明けましておめでとうございます。本年も

宜しくお願い申しあげます。 

木下市長には、本日年始のお忙しい中を、おい

で頂きまして誠にありがとう御座います。 

昨年は「龍馬伝」又｢坂の上の雲｣が話題になり

それの影響もあろうかと思いますが、今あの幕末

から明治維新、日清日露を含んだ明治を見直そう

と言う気運が生まれてきたとの報道がありまし

た。素晴らしい事だと考えています。我クラブに

於きましても本年度は「ルネッサンス輝く未来

へ」をテーマに、昨年度 50 周年を迎えた入間 RC

の新たな半世紀へのスタートの年として、すべて

のことに検討を加えながら、新たなテーマには果

敢に挑戦して、より効率良く且つ有意義で楽しい

クラブ創りを目指そうとさせていただいており

ます。50 年の歴史のなかで、埋もれてしまった

ロータリーの古き良き伝統を再発掘することも、

重要なこととも思います。そのような意味では後

半は 3/5 にＩＭ4/2～3 に地区大会等が予定され

ていますが、この例会場での通常例会では、歴代

のﾊﾟｽﾄ会長の方々に、それぞれの時代の懐かしい

思い出を含め当時のクラブの活動の様子をお話

ただき、今後の入間ＲＣの活動にご示唆をいただ

ければと考えております。「会長時代の思い出」

と題して、少なくて１５分程度の卓話をお願いい

たします。２月より各月の第一例会にお願いする

予定です。人数も多数いらっしゃいますので、ど

こまで実現できるか心配ですが、昨年の創立 50

周年記念誌には４１代の山根ﾊﾟｽﾄ会長以降の方

は、「会長時代の思い出」として掲載されており

ますので、40 代の石川山治ﾊﾟｽﾄ会長迄は、是非

ともお願いしたいと考えております。 

昨年の12/19に入間南RC創立20周年記念式典

が目白のﾌｫｰｼｰｽﾞﾝｽﾞﾎﾃﾙで開催されました。今回

は 20 周年でもあり極内輪でお祝いをしたいとの

事で、ご来賓としては本日おいでの木下入間市長

ご夫妻と、入間クラブよりは、設立当時の斉藤金

作特別代表ご夫妻と関谷幹事と私共夫婦で出席

させて頂きました。ご夫妻同伴の方が多く、約

60 名の参加者による素晴らしい祝賀会でした。

一部当日の模様を初めて写真付の投稿でＨＰに

掲載しておりますので、是非ご覧になって下さい。

入間クラブのＨＰですが大変素晴らしく出来て

おりますが、まだまだ有効活用がされていないの

が現状です。是非ご活用下さい。 

 

■■■幹事報告        関谷永久幹事 

第 7回理事会報告 ＜協議事項＞ 

1. Ｘmas 家族会 会計報告         

2. 3 月のプログラム  3/10 歴代会長卓話(2 名) 

3. 新世代部門創設検討 次期役員に委ねる 
＜報告事項＞ 

1.1/9,10 ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ・ｳｲﾝﾀｰｾﾐﾅｰ・RYLA 研究会 

1/22 会長幹事会               

1/29 第 2 回クラブ奉仕部門(広報)セミナー      

2.1/6 入間市賀詞交歓会・表彰式・会長出席 

1/11 入間市商工会創立 50 周年記念式典 

1/14 入間市青年会議所賀詞交歓会 

1/27 万燈まつり実行委員会 

3.１月のレート ８４円/＄ 

4.事業参加費 7月～12 月明細をポストに投入  

5.下期会費の納入お願い致します。 

 

■■■回覧、配布物 

① ロータリーの友 2011 年 1 月号・決算報告書 
② ハイライトよねやま 130 
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入間ロータリークラブ週報      

■例会日：木曜日 12：30～13：30   

■例会場：丸広百貨店入間店６Ｆ バンケットホール  

Tel.04-2963-1111  

■事務所：〒358-0023 入間市扇台 3-3-7 ハイツ斎竹 101 号 

Tel.04-2964-1700 Fax.04-2965-5788    

Email：iruma－rc＠jupiter.plala.or.jp

2010-2011 年 RI テーマ 第２４号 ２６３８回例会  ２０１１年 １月 ６日（木） 



③ 他クラブ週報＆例会変更 
④ 新年会参加申し込み 
⑤ 入間市ゴルフ協会ゴルフコンペ開催 
⑥ 入間市立小・中学校における授業日について 
⑦ 倫理経営講演会開催について 
⑧ 社会福祉事業寄付金お礼 
⑨ 入間ＲＣ会員増強委員会ポスター 
⑩ 書損じ葉書収集袋 
⑪ ロータリークラブ宛年賀状 
⑫ 週報 22,23 合併号 
■■■委員長報告 

親睦活動委員会       吉沢誠十委員長 

 クリスマス家族例会には大勢参加頂きありが

とうございます。会員は八千円、ご家族は六千円

と安く上がる事ができました。新年会も奮ってご

参加、宜しくお願い致します。 

雑誌委員会         友野政彦委員長 

明けましておめでとうございます。本日は縦組

18 頁の「友愛の広場」から紹介いたします。物

によってはリサイクルすると、かえって費用が掛

ってしまう事がありますが、アルミニウムはアル

ミ缶のリサイクルにより97%の省エネになるそう

です。此方の投稿者は 70 歳の時から歩行運動の

おりにアルミ缶を拾い業者に納めて得たお金で

車椅子を購入し社協に寄贈しているそうです。百

歳になる今年も継続するそうです。   
ロータリー美術館委員会    岩崎茂委員長 

 新しい年となり例年通り齋藤金作会員にお願

いして美術品をお持ち頂きました。ご協力有難う

ございます、後程ご説明お願い致します。又、今

回三番目にチャリーのホストファミリーを努め

させて頂き家族が増え、楽しいお正月を迎えるこ

とが出来喜んでおります。 

社会奉仕委員会       晝間和弘委員長 

 年賀状などの書損じ葉書の収集袋を作りまし

たので、2月の第 1例会までにお持ち下さい。ご

協力宜しくお願いいたします。 

 

新春のロータリー美術館  齋藤金作会員所蔵 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■■ 講 師 卓 話 ■■■ 

『年頭所感』 
木下 博様 

 

 皆様方には平成２３年新春を元気でお迎えに

なられましておめでとうございます。 
私も例年の如く桜山展望台で初日の出を拝ませ

ていただいたのですが、今年の初日の出は雲一 
つなく荘厳な日の出はなかった様な思いを強く

感じながら拝ませていただきました。桜山は初日

の出を見ながら赤富士も見られるという、お薦め

スポットですので是非ご覧になったらいかがか

と思います。 
さて今年は何を話そうかと考えたのですが、先

ず最初に箱根駅伝を見て！今年の駅伝は早稲田

出身ではないのですが、早稲田ファンとしては 6
区の選手が滑って転倒しても追走し理想の形で

ゴールし私にとって万々歳の展開で、努力する者

が勝利すると教えを受けました。 
もう一つ司馬遼太郎が書きました「竜馬が行

く」を読んでの感想をお話しようと思います。幕

末の歴史ぐらい劇的な歴史はなく、竜馬の暗殺ほ

ど日本にとっての損失は無いのではとの思いを

強くしました。竜馬を考えながら今日の日本はと

申しますと、幕末当時の維新の様に命を掛ける人

が、一人くらい出てきて欲しいなとの思いがしま

した。本日はありがとうございました。 
 
＜出席報告＞      宮崎正文出席委員長 

会員数 出席数 出席率 前回修正率

45 名 37 名 86.0％ 77.3％ 

＊事前欠席連絡 0名 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞     粕谷康彦ＳＡＡ 

平岡達也君～2/26に受賞パーティがあります。 
木下博様～新年の卓話に機会を頂き有難うござ

います。繁田光君～繁田醤油(株)の代表取締役社
長に就任いたしました これからも宜しくお願い
致します。山岸義弘君、関谷永久君、粕谷康彦君

～木下市長ようこそ・本年も宜しくお願い致しま

す。友野政彦君、忽滑谷明君～早退致します。 
    本日¥70,000     累計¥598,500 
 

会報委員会（水村 滝沢 宅見）中村晋也作  富永直樹作  北村西望作 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■2010-2011ＲＩ会長：レイ・クリンギンスミス          ■ＲＩ第 2570 地区ガバナー：西川 武重郎 

■会長：山岸 義弘 幹事：関谷 永久 会報委員長：水村 雅啓   ■当番：宅見 允 

 

 
 
 
＜２月プログラム＞ 

 

 

＜ビジター・ゲスト＞ 

メイク・ア・ウイッシュ オブ ジャパン 
事務局長     大野 寿子様  

入間基地渉外室広報班     菅間 武彦様 

 

■■■会長の時間       山岸義弘会長 

先日の９日１０日の２日間に東松山で交換留

学生のウインターセミナーが開催され、チャール

ズ君を連れて行ってまいりました。宿題がありま

して冒頭彼は日本語でベルギーのことについて、

発表をしていました。だいぶ日本語が上手くなっ

てました。日本の正月についても話して、おせち

料理について大変興味をもっていたり、お年玉を

貰えて来年も正月には日本にいたいと言ってま

した。又、昨夜は彼の１９歳の誕生日のお祝いを

ホストの岩崎家で盛大にして頂いたとの事です。 

本日は、その奉仕活動の対象を、難病の子どもた

ちに限って、夢をかなえるお手伝いをされている、

一般財団法人メイク・ア・ウイッシュ オブ ジャ

パンの大野代表に卓話をお願いいたしておりま

す。ロータリークラブもロータリーとは人道的な

奉仕を行い、あらゆる職業において高度の道徳的

基準を守ることを奨励し、かつ、世界における親

善と平和の確立に寄与することを目指した実業

人及び専門職業人が世界的に結びあった団体で

す。(1976-77 年度 RI 理事会で採択されたロータ

リーの定義)又、Ｒ財団の標語も「世界に良いこ

とをしよう」ということで、色々な奉仕活動を

展開しているわけです。世界的にはポリオの撲滅、

世界のそれぞれの地域では、地域にあった奉仕活

動を展開しております。卓話をとおして、メイ

ク・ア・ウイッシュその活動へのご理解を深めて

いただき、また我々の奉仕活動への参考になれば

とも考えております。本日は卓話の時間を出来る

だけ多くと思いますので、簡単ですが会長の時間

を終わります。 

 

■■■幹事報告        関谷永久幹事 

1. 1/22 第 3 回会長幹事会 東武ホテル 
2. 1/27 万燈まつり実行委員会 市民会館 
3. 1/29 第 2 回クラブ奉仕部門(広報)セミナー 
4. 3/28 地区大会記念行事ゴルフコンペ 
各クラブ４名以上要請有  川越ｶﾝﾄﾘｰ 

一月前の申し込みです宜しくお願いします。 

次回２０日はクラブ協議会です、各委員長報告を

お願いします。 

 
■■■回覧、配布物 

① 地区大会記念チャリティーゴルフコンペ 
② 茶の香めーる Vol．39 
③ 他クラブ週報 
④ 1/27 新年会出欠席表 
⑤ クリスマス家族例会会計報告書 
⑥ 派遣学生 12 月次報告書 
⑦ 週報 24 号 
 

■■■委員長報告 

プログラム委員会      西山祐三委員長 

 2 月のプログラムご報告いたします。 
3 日卓話パスト会長・杉山会員、斎藤金作会員 

10 日講師卓話・狭山警察署長 

17 日会員卓話・職業紹介宅見会員、大塚会員 

24 日講師卓話 航空自衛隊入間基地司令です。 

 

新世代部門委員会            滝沢文夫委員長 

青少年交換学生の板木さんからの月次レポー

トを回覧しています。楽しいエピソードなども書

かれています。一読ください。 

 当番 内 容 

 3 日 豊田 
会員卓話 パスト会長 

杉山会員、斎藤金作会員 

10 日 西山 講師卓話 狭山警察署長 

17 日 忽滑谷 
会員卓話 職業紹介 

宅見会員、大塚会員 

24 日 後藤 
講師卓話 

航空自衛隊入間基地司令 
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■■■ 講 師 卓 話 ■■■ 

「あなたの夢は何ですか？」 
大野 寿子様 

お招き有難うございます。私共の活動が本当に

素敵なので是非お伝えしたくて伺いました。今日

は「メイク・ア・ウイッシュ」(以下ＮＡＷ)の活

動と、子ども達からのメッセージをお伝えしたい

と思っています。ＮＡＷとは英語で「願いごとを

する」＝「３歳から１８歳未満の難病とたたかっ

ている子供の夢をかなえる」ことを目的としたボ

ランティア団体です。1980 年にアメリカで発足し

ました。アリゾナに住む、クリス君という７歳の

男の子は警察官になるのが夢でした。しかし白血

病にかかり、学校に行くこともできなくなってし

まいました。話を聞いたアリゾナ警察の警察官達

は、本物そっくりの制服とヘルメットとバッジを

用意し、クリスを名誉警察官に任命することにし

たのです。５日後、クリスは亡くなりましたが、

クリスの夢の実現に関わった人々は、他にも、大

きな夢を持ちながら、難病のため夢をかなえるこ

とができない子どもたちがいるに違いないと考

えました。こうして設立されたＮＡＷ基金は、各

国にその輪が広がり今では 15 万人以上のこども

の夢が叶いました。日本は 1992 年 12 月に設立さ

れ、今日で 1629 名(2010 年度は 184 名)の願い事

が叶いました。ＮＡＷの活動は「三輪車」！前の

車輪で子どもの夢をかなえます。後ろの車輪のひ

とつは運営資金集め、もうひとつは広報活動です。

子どもの夢をかなえて「あげる」のではなく、夢

をかなえるのに必要な、さまざまな手配や配慮を

して、そのお手伝いをする事です。子どもたち一

人一人の為に、子どもとその家族と力を合わせ、

夢の実現というかけがえのない体験に向って進

んでいく、それが明日への生きる力となれば、ど

んなに素晴らしい事しょう。今日は今迄に「願い

をかなえる」のお手伝いできた

一例をご紹介したいと思います。 

清水美緒ちゃんの「「絵本を作り

たい」という夢に向けてＮＡＷ

は動き出し、絵本「いちばん大

切なもの」が完成致しました。

初版は自費出版で1500冊を刷り

病院や養護施設配られ、今では 22,000 冊が読ま

れています。子ども達から夢の力って凄いよ！そ

れから手を繋いで生きていくって強いよ！とい

う事を教えてもらいました。 

もえみちゃんの夢「パパと結婚式をあげたい」で

はチャペルも無料でご提供して頂き、沢山のボラ

ンティアさんにご協力してもらいました。 

よし君の詩に「僕は今ビーズに凝っている いろ

んな色のビーズをつなぐ 丸く丸く作る 中に鈴

を入れる 鈴は僕 ビーズは家族、友達、先生、看

護婦さん いつも僕を守ってくれる いつか僕も

ビーズになる」皆様もこれからビーズになって手

と手をつないでいって欲しいと願っております。 

「病気が治ったら、Ｆ１関係の仕事をしたい」。

難病の急性リンパ性白

血病に苦しむ手塚啓太

君の夢を受け、静岡市

葵区漆山の県立こども

病院のピロティー  に
Ｆ１マシンが登場しま

した。病院にＦ１マシ

ンを持ち込むという前

例のない取り組みだっ

たが、ホンダや ボラン

ティア関係者の熱意で

実現。ここのところ体

調が悪く、自分の力では動けなくなっていた啓太

くんは、移動ベットの上で「スゴイ！」を連発。

初めて見る F1 マシンに触れて「このスイッチは

なに？」と聞いたり、クルマのまわりを何周もし

てじっくり観察していました。全員の願いは「啓

太君、元気になって」でした。しかし五日後に啓

太君亡くなりました。「僕とっても幸せだったよ」

この言葉を皆さんにお伝えして終わりたいと思

います。今日はありがとうございました。 

 

 

 

 

＜出席報告＞      宮崎正文出席委員長 

会員数 出席数 出席率 前回修正率

45 名 31 名 78.3％ 72.1％ 

＊事前欠席連絡 4名 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞     粕谷康彦ＳＡＡ 

山岸義弘君～大野様卓話宜しくお願い致しま

す・菅間様ようこそ。吉永章子君～大野様卓話宜

しく・加藤さん、忽滑谷さん写真有難う。山岸義

弘君、平岡達也君、摂田順一君、細淵克則君、齋

藤福太郎君、齋藤栄作君、間野尚君、西山祐三君、

繁田光君、滝沢文夫君、岩崎茂君、友野政彦君、

森田英郎君～加藤さん、忽滑谷さん写真有難うご

ざいます。加藤国夫君～忽滑谷さん写真ありがと

う。石川山治君～早退致します。 

本日\17,000      累計\615,500 
 

会報委員会（水村 滝沢 宅見）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■2010-2011ＲＩ会長：レイ・クリンギンスミス          ■ＲＩ第 2570 地区ガバナー：西川 武重郎 

■会長：山岸 義弘 幹事：関谷 永久 会報委員長：水村 雅啓  ■当番：友野 政彦 

 

 
 
 

＜ビジター・ゲスト＞ 

第2570地区第3ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｶﾊﾞﾅｰ補佐  磯田力彦様 

■■■Ｒ財団寄付表彰 

マルチプル PHF の 3 回目・杉山定太郎会員 1 回目

宮寺成人会員,関谷永久会員,吉永章子会員,大野

賢次会員  ポールハリスフェロー・山岸義弘会員

粕谷康彦会員,松井秀男会員 

■■■会長の時間       山岸義弘会長 

石川山治パスト会長の奥様がお亡くなりまし

た、心よりご冥福をお祈り申し上げます。 
先日滝沢新世代委員長が大相撲に、留学生ジョ

ン、ブリジッド、チャールズを連れて行って頂き

ました。ホストの岩崎会員の話では、大変感激し

て興奮ぎみだったとの事です。今日から数日、岩

崎ご夫婦がご不在ですので、お二人の娘さん夫婦

でお世話をして頂きますので、ご承知おき下さい。

彼の今後の予定は 2/15～17 草津温泉スキー、
3/25～4/10ご家族が来日 6/26帰国予定です。 
昨日は第３回目のＩＭ寸劇の練習に行って来

ました。今回からＢＧＭも入れ変装グッズをつけ

ての練習になりました。3/5の本番ご期待下さい。 
１月はロータリー理解推進月間です。会員にロ

ータリーについて知識と理解を一層深めてもら

い、一般市民にもロータリーのことをよく知って

もらう為のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを実施する月間です。インタ

ーネットで検索すると、沢山の関連記事が掲載さ

てますので、クラブのＨＰにもアクセス頂き、そ

こからでもリンクできますので、ご利用ください。 
本日は第４回クラブ協議会です。半年間の活動

報告と今後の予定を主に、２２名の委員長さんに

報告いただきますので、宜しくお願いいたします。 
最後に、チリの鉱山の落盤事故で、みごと３３

名全員が救出されましたが、その際に使用された

機材に、杉山会員の会社のチェーンが使われてい

ましたので、皆様にご報告ご披露申し上げます。 
■■■幹事報告        関谷永久幹事 

①2/9 地域交流研修会 16：30 より産分センター 

②2/19 新会員出前研修会 17：45 狭山市民会館 

入会３年未満の会員が対象です 

③3/5地区第3グループＩＭ 13:30所沢ミューズ 

■■■回覧、配布物 

① 地区大会記念チャリティーゴルフコンペ 
② 学友会ニュース ・ ハイライトよねやま 131 
③ 他クラブ週報・入間ＲＣ週報 25 号 
④ 1/27 新年会出欠席表 
⑤ 2010 年手続き要覧の申し込み 
⑥ 入間市青年会議所賀詞交歓会御礼 
⑦ ﾒｲｸ･ｱ･ｳｲｯｼｭ支援協力グッズ申し込み 
⑧ 宮岡陽子さんからの便り 

■■■ 第４回クラブ協議会 ■■■ 

クラブ奉仕委員会      吉永章子委員長 

 11 の各委員会は順調に活動しています。下期
も充実させ円滑に機能出来る様会員皆様方のご

協力をお願い致します。 

職業分類委員会       関根靖郎委員長 

 会員増強・選考委員の方たちと連絡を密にして、 

これからも職業分類表を作ってまいります。 

会員選考委員会       大野賢次委員長 

上半期に 1名増強でき、下半期にも委員会が開

催できます様に会全員で頑張ろうと思います。 

会員増強委員会       忽滑谷明委員長 

 新入会員３名退会者０名を目標としましたが、 

入会・退会各 1名で±０名という経過です。引き

続き皆様のご協力、ご指導をお願い致します。 

ロータリー情報委員会    山畑雅廣委員長 

会員ではなくロータリアンを目指して、皆さん

と一緒に、此れからも勉強してまいりましょう 

出席委員会         宮崎正文委員長 

①毎回例会時に、出欠席の報告を実施 ②３ヶ

月に１回、各会員に出席状況の報告 ③他クラブ

への合同メークアップを実施・今後も予定 ④休

会、例会会場の場所・時間の変更の際は会場前に

その旨を掲示。主だった活動は以上です。 

会報委員会        水村雅啓委員長 

見やすい会報を目指して参ります。会報担当の

新事務局の古川さんも慣れてきました。皆さんの

原稿等のご協力宜しくお願い致します。 

親睦活動委員会        晝間和弘委員 

上期に五回の親睦会が実施され、多くの会員・

ご家族の参加を頂き心より御礼申し上げます。今
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後は1月,4月,6月に親睦会を予定しております。 

又4月に杉山会員が100歳を迎えるに当たりお祝

いの例会を企画いたします。予算については年間

予算 70万のうち現在 70%ほどを執行しています。 

雑誌委員会         友野政彦委員長 

 毎月第一例会で配布される「ロータリーの友」

より会員の興味を引きそうな記事を紹介させて

貰っています。又今後「友」への投稿がありまし

たら是非お知らせ下さい。 

プログラム委員会      西山祐三委員長 

今年度の活動計画は、第一例会は基本的に会員

卓話を予定し、またロータリー月間に応じた例会、

そして移動例会等を予定しました。半年を経過し

現在、第一例会の会員卓話は２回、ロータリー月

間に応じた例会は１０月の職業奉仕並びに米山

奨学月間を実施致しました。今後は２月以降パス

ト会長の方々の当時の活動様子などをお話し頂

きたく企画しております。 
広報委員会          諸井克彦委員 

 今年度の活動方針はＲＣの認知度向上を図る

事でしたが、思う様な活動ができませんでした。

後半は各委員会の実施事業等、各種メデを有効活

用し広く紹介したいと考えております。 

ロータリー美術館       齋藤金作委員 

 ガバナー訪問と年初めに美術館を開催いたし

ました。又、これからの美術に対しての秘策を今

練っておりますので委員会の立案に対して、ご協

力していただきたいと考えております。 

職業奉仕委員会              平岡達也委員 

今年度の活動計画につきましては職業奉仕活

動に相応しい事業活動を目指しました。職業奉仕

月間には橋本部門委員長に「職業奉仕についての

卓話」をお願いしました。又「高校生社会体験活

動」を計画しましたが現在のところ未定となって

います。本日は職業奉仕の概念について田中毅Ｐ

ＤＧの著書の職業奉仕理念から抜粋した一部を

紹介いたしますのご一読下さい。 

社会奉仕委員会       松井秀男委員長 

ＬＥＤ防犯灯設置で、今年 40 基の設置を予定

しており、すでに扇町屋第二区 10 基、豊岡第三

区 10 基は設置完了、２月中には豊岡北六区 10

基、豊岡南六区 5基、東金子第十区 5基の設置も

実施される予定です。設置工事費 5,000 円／ 基

のうち半額は市が設置する自治会に補助します。

このプロジェクトは地区のＲ財団の補助金事業

として認められています。月桂樹の件は別の委員

会にて扱いを検討しており、決定次第実行の予定

で、こちらも地区のＲ財団の補助金申請予定です。 

環境保全委員会       諸井克彦委員長 

食餌木植栽の計画は行政側から植生調査を予定

しており待って下さいと言われ今回は断念しまし

た。加治丘陵・ロータリーの森、保全活動は例年

通り予定しております。 

国際奉仕委員会       齋藤栄作委員長 

 国際奉仕委員会は年度計画書 36～45 頁迄の新

世代部門、世界社会奉仕、ロータリー財団、米山

奨学委員会の 4 つの委員会と山岸会長の本年度

テーマである「ルネッサンス輝く未来へ」のテー

マに基づいて相互調整を図りながら委員会活動

を進めて参りました。家庭集会も適宜に開催して

参り、各委員長とも優秀な委員長さんであります

ので、この後の各委員長報告にお任せします。 
ロータリー財団委員会     齋藤栄作委員 

Ｒ財団と言うと会員の皆様から寄付をいただ

くだけの様に思われがちですが、Ｒ財団国際親善

奨学生や社会的なプロジェクトを行うクラブへ

の活動補助として補助金を出しております。今年

度は創立 50 周年記念事業として現在も継続され

ている「LED 街路灯寄付」と「月桂樹移植事業」

を申請しており、LED の事業につては￥176,000

の補助金をいただいております。月桂樹の事業に

ついては後期に申請する予定で進んでおります。

年度計画書の送金カレンダーを参照して頂き現

在、以下の様な寄付をいただいております。 

年 次 寄 付  個 人 $6,200, 会 員 協 力 寄 付金

$675(@$15× 46 名)$675,使途指定寄付金（ポリ

オ撲滅）（@25×45 名）$1,125，恒久基金寄付パ

ーマネントファンド(@$10× 46 名)$460 です。 

新世代部門委員会            滝沢文夫委員長 

７月にインターアクト年次大会に出席。８月に

青少年交換学生チャールズ・ピロン君来日受け入

れ、板木麻耶さん離日送り出し。今後の予定とし

ては引き続き交換学生の世話をする。３月にピロ

ン君のご家族の来日がありますので、家庭集会に

て対応を協議する予定です。 

世界社会奉仕動委員会    晝間和弘委員長 

 万燈まつりでは 40,551 円の募金を頂きました。 

これからの予定では書損じ葉書の回収と飢餓ラ

ンチを、あと数回行う予定でおります。 

米山奨学委員会        繁田光委員長 

例会を利用し、米山奨学生による卓話、ＤＶＤ

放映を行いました。皆様のご協力のおかげで、特

別寄付、普通寄付ともに、目標額に向かい順調に

推移してます。ありがとうございます。 

 

 

 

 

 

＜出席報告＞      宮崎正文出席委員長 

会員数 出席数 出席率 前回修正率

 45 名 30 名 69.8％ 86.0％ 

＊事前欠席連絡 6名 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞    粕谷康彦ＳＡＡ 

磯田力彦様～ＩＭが迫っています。宜しくお願い

します。杉山定太郎君～マルチプルーフェロー頂

きました。山岸義弘君、関谷永久君、吉永章子君、

細淵克則君、齋藤栄作君～ガバナー補佐・磯田様

ようこそ入間ＲＣへ。晝間和弘君、豊田義継君～

加藤さん、忽滑谷さん写真ありがとう。宮寺成人

君～税理士会賀詞交歓会の為早退致します。 
    本日 ¥10,500      累計 ¥626,000  

会報委員会（水村 滝沢 宅見）



 

 

 

 

 

 

 

■2010-2011ＲＩ会長：レイ・クリンギンスミス          ■ＲＩ第 2570 地区ガバナー：西川 武重郎 

■会長：山岸 義弘 幹事：関谷 永久 会報委員長：水村 雅啓  ■当番：吉沢 誠十 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■■会長の時間       山岸義弘会長 

第２回クラブ奉仕セミナーが広報を中心テー

マにして開催され出席してまいりました。「ロー

タリークラブはまだまだ社会での認知度が低い、

社会へむけてどのように広報をするか？」が主題

で、初めの基調講演は「ロータリーのイメージ向

上のために」と題して、ロータリーの友編集長・

理事の二神典子さん講演でした。ＨＰについては、

「会員同士の情報交換が主になっており、一般の

人に対して私たちの仲間になりませんかといっ

た姿勢が感じられない」と断じていました。また、

一般向けはロータリー活動の紹介と入会のお誘 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

い等に限定して、ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ保護された会員向けの

情報とを、はっきりと分離して下さいと論じてい

ました。又、現在どの様な広報活動が行われてい

るかの紹介があり、変わったところでｵｰﾛﾗｳﾞｨｼﾞ

ｮﾝ、移動パネル展、ﾀｸｼｰのﾘﾔｳｲﾝﾄﾞｳ等がありまし

た。最後に広報誌の紹介があり、一般向け冊子に

は、入間クラブの LED 防犯灯設置の記事が紹介さ

れています。入間クラブのＨＰですが、繁田光会

員に仮称ＨＰ推進委員をお願いいたしました。 

本日の卓話から、入間ＲＣのパスト会長の方々に

それぞれの時代の思い出を含め当時のクラブの

活動の様子をお話しいただきます。 
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■例会日：木曜日 12：30～13：30   

■例会場：丸広百貨店入間店６Ｆ バンケット・ホール  

Tel.04-2963-1111

■事務所：〒358-0023 入間市扇台 3-3-7 ハイツ斎竹 101 号 
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第２８号 ２６４２回例会  ２０１１年２月３日（木） 

☆会場：リストランテ・シミズ 
☆点鐘：午後６時３０分 

■当番：豊田 義継

The Rotary Club of Iruma  Club Bulletin 

入間ロータリークラブ週報      

■■■会長の時間       山岸義弘会長 
本日１月２７日は 1960 年（昭和３５年）、入間ＲＣがＲＩ本

部の認証を受け、正式にクラブ結成が完了した日です。同時

に、1947 年（昭和２２年）、ロータリーの創始者ポール・ハ

リスの命日（享年７８歳）です。まさしく、１月２７日は入

間ＲＣ会員にとっては二つの意味で、重要な日ですので、記

憶にとどめいただければと思います。 

■■■委員長報告 宮寺成人万燈まつり実行委員長 

市万燈まつり実行委員会が開催されました。来年度

は 10月 22,23日に開催します。 

☆イタリア料理で、ちょっとおしゃ

れな楽しい新年会が行われました。 



＜３月プログラム＞ 

＜今月のお祝い＞ 

会員誕生日 

西山祐三君  岩崎茂君 
山根宏夫君  上野弘勝君 
浅見仁一郎君 繁田光君 
松井秀男君  

夫人誕生日 
山根みどり様 平岡由紀子様 
宅見やす江様 

結婚記念日 
忽滑谷明君 岩崎茂君  
繁田光君   

＜ビジター・ゲスト＞ 

米山奨学生    コチャワン・パッタマー様 

 

■■■幹事報告        関谷永久幹事 

第 8回理事会報告 ＜協議事項＞ 

1.1月 27日新年会会計報告 
2.3,4 月のプログラムについて           

3.ＨＰ推進委員に繁田光会員をお願いする。  
4.次年度米山奨学生受け入れについて応諾する。 
5.その他 青少年交換事業 受入れ家庭現状報告 
野村会員退会届受理 

＜報告事項＞ 

1. 人頭分担金、地区分担金、Ｒ財団会員協力寄

付（１５$×会員数）レート８４円 振込み済 

2.2/9 地域交流研修会 2/11,12 ﾛｰﾀｰｱｸﾄ研修会 

2/15-17 青少年交換スキーツアー 2/19 新会員

出前研修会・入間市交通安全市民大会 3/5ＩＭ 

■■■回覧、配布物 

① ロータリーの友２月号 
② 3/5 IM 出欠席 4/3 地区大会出欠席 
③ 他クラブ週報＆例会変更 
④ ロータリアンの皆様へ 2009-10 年年次報告 
⑤ 2010 年手続き要覧購入申し込み 
⑥ 2011-2012 年度版 RC 手帳申し込み 
⑦ 入間リトルシニア杯御礼 
⑧ RI国際協議会 次年度ｶﾞﾊﾞﾅｰ立原雅夫様便り 
⑨ 抜萃のつづり 70  ﾒｲｸ･ｱ･ｳｲｯｼｭ ｸﾘｱﾌｧｲﾙ 
■■■委員長報告 

雑誌委員会         友野政彦委員長 

 今月は世界理解月間に因み、横組み５頁に海外

のクラブへのメーキャップの経験談が載ってい

ます。12 頁には海外のクラブ検索方法も有りま

すので参考にしてください。 

プログラム委員会      西山祐三委員長 

 表記の通り３月プログラムのご案内をします。

来週の卓話講師は変更となり「振り込み詐欺対

策」についてのお話になります。 

ロータリー美術館       岩崎茂委員長 

家族との旅行も兼ね、カトマンズミッドタウン

ＲＣを訪問しに行きました。あいにく例会振替で

参加できませんでしたが、パスト会長にお会いで

きました。後日報告書を見ていただきます。 

世界社会奉仕委員会     晝間和弘委員長 

 書き損じのはがき回収にご協力ありがとうご

ざいます。引き続き宜しくお願い致します。 

＜ニコニコＢＯＸ＞    粕谷康彦ＳＡＡ 

山根宏夫君～クリスマスの写真ありがとう。 
本日¥55,000      累計¥681,000 

■■■パ ス ト 会 長 卓 話 ■■■ 

第 6代会長   杉山定太郎会員 

 この良き時代には、私と同じ

様に皆さんも 100 歳迄生き無

くてはなりません。それにはよ

く栄養を取り、運動をして趣味

を持つことです。(最後に良い

お声で唄をご披露して下さい

ました) 

 

第 18 代会長   斎藤金作会員 

 昭和 51 年にアクティブガバ

ナーの下で会員 57 名、平均年

齢 62,3 歳、私が 47 歳のときに

会長を遣りました。ロータリー

美術館が誕生し、又、入間青年

会議所が誕生した年でもあり

ます。会長の時間は自分で書き

ました「今日の一言」を掲示し二分ほどその言葉

に纏わる話を致しました。その時の書は全部保存

しており、今日は持って来ましたので一部を掲示

して説明させても

らいます。(お二人

に諸井会員よりお

手製の靴べらが贈

呈されました。) 

 

＜出席報告＞      宮崎正文出席委員長 

会員数 出席数 出席率 前回修正率

44 名 34 名 82.9％ 73.8％ 

＊事前欠席連絡 1名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 当番 内 容 

3 日  ＩＭに振替 

10 日 
繁田

昌 

会員卓話 パスト会長 

斎藤福太郎会員、 

摂田順一会員 

17 日 
平岡

勲 

講師卓話・山岸業弘様 

「肝臓のお話」 

24 日 
平岡

達 

講師卓話・篠崎俊哉様 

「携帯電話の今後と将来」 

31 日  4/2,3 の地区大会に振替 

1 月 17 日 サンディエゴで行わ

れた国際協議会でカルヤン・バ

ネルジーRI 会長エレクトがテー

マを発表しました。 

「こころの中を見つめよう 博愛を広げるために」 

- Reach Within to Embrace Humanity ‒ 

ロータリー情報 

会報委員会（水村 滝沢 宅見）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■2010-2011ＲＩ会長：レイ・クリンギンスミス          ■ＲＩ第 2570 地区ガバナー：西川 武重郎 

■会長：山岸 義弘 幹事：関谷 永久 会報委員長：水村 雅啓   ■当番：西山 祐三 

 

 
 
 
例会場は、まるひろ･さくら草ホールに変更 

 

＜ビジター・ゲスト＞ 

埼玉県西部地域振興センター   池田英樹様 

■■■米山功労者 

マルチプル 4 回目=摂田順一会員 3 回目=山根

宏夫会員,繁田昌利会員,宮寺成人会員,友野政彦

会員,細淵克則会員 2 回目=山岸義弘会員 

功労者 吉沢誠十会員,繁田光会員 

米山功労クラブ 20回(71 万 累計 20,542,746 円) 

■■■会長の時間       山岸義弘会長 

1905 年 2 月 23 日はロータリー創始者ポール・

ハリスが友人３人と初めて会合をもった日です。

この創立記念日は「世界理解と平和の日」とされ

ています。またこの日より始まる一週間を「世界

理解と平和週間」2 月を「世界理解月間(World 

Understanding Month)」としています。各クラブ

はこの期間特に国際理解と友情と平和に関する

奉仕活動を強調するよう規定されています。ﾛｰﾀ

ﾘｰの友２月号には、関連する記事が多数掲載され

ています。是非熟読してみてください。そのよう

な意味では今月、世界寺子屋運動の一環で書き損

じはがきの収集に力をいれております。 

月曜日には、早速クラブのＨＰ改善の打合せを、

マウスの森さんをまじえ、石川会員、繁田光会員

で行いました。一般向けの広報と会員向けの情報

交換をきっちと切り分けたＨＰにしていく方針

を確認し、時間は掛かると思いますが、より使い

勝手の良い効果的なＨＰに、ご期待下さい。 

一昨日はＬＥＤ防犯灯

設置の補助金に関する報

告書提出用の写真取りを

担当の松井社会奉仕委員

長と細淵直前会長と一緒

におこないました。本年

度は報告書を作成して終

了する訳ですが、来年で

最終年度になりますので、

設置希望の箇所がありま

したら、ご連絡ください。 

昨日は地域交流研修会が開催され、６団体（ロ

ータリー・ライオンズ・青年会議所・商工会・法

人会入間支部）と入間市立の小中学校校長会と教

育委員会で構成され、地域で子ども達の健全育成

に取り組んでいる会合です。今回は金子中学校の

生徒さんも参加して、社会体験チャレンジ事業の

報告、その後各団体からの発表があり、多彩で充

実した内容でした。今後はより団体間の連携を深

めて子ども達のための事業展開が出来れば素晴

らしい事かなと、考えております。 

本日は振込め詐欺対策と題して卓話をお願い

しております。会員の皆様はしっかりしておりま

すので、その様な事は無いと思いますが、是非お

近くの方々にお伝え頂ければと考えております。 

■■■幹事報告        関谷永久幹事 

1.2/12 日豪青年相互訪問オーストラリアチーム

送別並びに来日記念植樹式 

2.2/19 新会員出前研修会 17：45 狭山市民会館 

3.3/28 地区大会記念行事ゴルフコンペ 2/15迄の     

申し込みです奮ってご参加下さい。 

4.2/15～2/17 青少年交換プログラム行事スキー

ツアー 草津温泉スキー場 

5.米山普通寄付 下期分 事業参加費より 

■■■回覧、配布物 

① ガバナー月信第８号 
② 3/5 IM 出欠席 4/3 地区大会本会議出欠席 
③ 他クラブ週報＆例会変更 
④ 2011-2012 年度版 RC 手帳申し込み 
⑤ 新年会会計報告書 
⑥ 派遣学生 1月次報告書 
⑦ 岩崎会員ｶﾄﾏﾝｽﾞﾐｯﾄﾞﾀｳﾝ RC 訪問報告書 
⑧ 週報 27,28 合併号 
■■■委員長報告 

会報委員会         水村雅啓委員長 

28号週報のﾛｰﾀﾘｰ情報の中で脱字あり申し訳あ

りませんでした。「こころの中を見つめよう 博

愛を広げるために」の「め」が抜けていました。     

国際奉仕委員会       斎藤栄作委員長 

  会長のお話にもありました、地域交流会につい

て別の角度からご報告いたします。以前スリーデ

The Rotary Club of Iruma  Club Bulletin 
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■例会日：木曜日 12：30～13：30   
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イズ･チャレンジ 3 日間職場体験の審議会があり

まして、ロータリーからも委員を排出しており、

座長は水村委員長でしたが、この地域交流会が今

やその審議会の役割を存分に果たしているとの

事で現在その審議会が無くなる程の評価を得て

います。入間ＲＣが立ち上げた会ですので、次回

開催時には、奮ってご参加下さい。 

新世代部門委員会            滝沢文夫委員長 

青少年交換学生の板木さんからの月次レポー

トを回覧しています。面白いエピソードなども書

かれています。一読ください。 
■■■ 講 師 卓 話 ■■■ 

「防犯のまちづくり出前講座 

 振り込め詐欺対策」 
池田 英樹様 

平成 22 年中の振り込め詐欺

被害は、全国では 6637 件（前

年比 703 件減）、82 億 1361 万

円（同 13 億 6551 万円減）と減

少し、統計を取り始めて以来、

最少となりました。一方、埼玉県内での被害は 565

件（前年比 55 件増）、8 億 2747 万円（同 4277 万

円増）で、被害件数、被害金額とも増加するとい

う深刻な状況にあります。入間市も平成 21 年は 5

件でしたが、平成 22 年は 12 件と非常に増えてお

ります。詐欺にはオレオレ詐欺(埼玉 458 件)、架

空請求(75 件)、融資保証金詐欺(19 件)、還付金

等詐欺(13 件)があり、オレオレ詐欺は 50～70 歳

代の女性に多く、若い人の被害が多いのは架空請

求詐欺です。パンフレットにある被害防止四カ条

を守り被害に遭わない様にして下さい。 
最後に「防犯のまちづくり出前講座」では、自治

会や PTA、老人会、各種団体のニーズに合わせた

防犯講座を開催しております。是非お気軽にご利

用下さい。(費用は無料、夜間･土日でも伺います) 

 

 

ネパール・カトマンズミッドタウンＲＣ訪問 

訪問日2011年 1月 26日 

         岩崎 茂 会員 

カトマンズミッドタウンＲＣ(創立 55 年)の例会

日は毎週金曜日。あいにく訪問当日は例会振替に

て、急遽知人の機転によって近くにオフィスを持

つRCメンバーにTELアポ、運よく即訪問できる。

面談者・Gopal Sunder パスト会長。突然の訪問

を快く受けていただいたことへの感謝の挨拶の

後、バナーを贈る。その返礼に RI100 周年記念に

ネパールロータリーD3292にて出版の記念誌を頂

いた。せっかくの機会なのでネパールロータリー

の活動内容について訪ねた。  

① 学校建設 絶対的な学校不足 就学学童比率      
の向上は国全体の問題。これを少しでも解消

する為援助活動を行っている。 

② 安心して飲める水の供給施設の普及援助  
汚染された水から多発する病気･健康問題の

ため安心して飲める水の供給施設設置。 

③ がん患者治療に対する援助 がん専門病院は
国内に 2施設しかない。放射線治療機器設置

の支援プロジェクトを展開 

④ マイクロファイナンスプロジャクト(家庭経
済自立支援) 貧困家庭でもやる気のある家

庭に対して、羊を飼育目的に資金貸付するシ

ステムで羊 1 頭に対し、10,000 ルビー～

15,000 ルビーの貸し出しをする。 

●このアイデアのもとはバングラデッシュにお

ける同種のサクセスプロジェクトの事例を導入 

※ Gopal Sunder パスト会長(1998～1999) 

 例会場のアナポンナホテルの隣にオフィスを持

ち、会社はレストラン・西洋パブの経営 

ネパール＆ドイツ外国企業人協力開発事業のネ

パール代表を務めている。ＪＣの時代には来日経

験があり、米子、鳥取に滞在した親日家である。 

ネパール・カトマンズミッドタウンＲＣメンバー

54 名(15 名は外国国籍)外国人メンバーの中にＵ

Ｎの関係者が所属している。 

 

 

 

 

＜出席報告＞      宮崎正文出席委員長 

＊事前欠席連絡 5名 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞    諸井克彦副ＳＡＡ 

山岸義弘君、西山祐三君～池田様本日は卓話宜

しくお願い致します。水村雅啓君～会報に脱字が

ありました・大目に見てください。関根靖郎君、

宮寺成人君～早退致します。 

本日\5,000      累計\686,000 
 

会員数 出席数 出席率 前回修正率

44 名 32 名 74.4％ 74.4％ 

会報委員会（水村 滝沢 宅見）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■2010-2011ＲＩ会長：レイ・クリンギンスミス          ■ＲＩ第 2570 地区ガバナー：西川 武重郎 

■会長：山岸 義弘 幹事：関谷 永久 会報委員長：水村 雅啓  ■当番：忽滑谷 明 

 

 
 
 
＜ビジター・ゲスト＞ 

ロータリー財団国際親善奨学生候補 工藤聖彦様 

 クリスマス例会には皆

様に喜んで頂いて光栄で

した。僕にとっても大変

に勉強になりました。三

月で卒業となりますが、

自分が成長していく上で

も殻を破っていかなくて

はと思っています。これ

からも益々精進していき

ますので宜しくお願い致します。 

 

■■■会長の時間       山岸義弘会長 

ピロン君ですが、１５日～本日まで地区新世
代部門の来日学生・派遣候補生を主とするスキー

ツアーに草津へ出かけております。彼はスキーは

得意中の得意とのことですから、楽しんでいると

思います。先日雪が降った日に、国際奉仕の家庭

集会を行い、ピロン君の今後の予定について話し

合いました。現在岩崎会員宅でホストをしていた

だいておりますが、２１日の下校後板木さん宅で

約２ヶ月間ホストをお願いいたしております。そ

の間３月２８日より４月１０日まで、ﾍﾞﾙｷﾞｰより

ご両親とお姉さんが来日いたします。前半はご家

族で広島、京都方面へ旅行の予定です。4月３日

の地区大会には彼は出席いたしますので、その後

ご家族の帰国までは、再び岩崎会員宅で、ご家族

も一緒にホストをしていただく予定になってい

ます。４月８日の入学式には、ご家族も見学を希

望されています。帰国までの間に、出来れば歓迎

の意もこめて炉辺会合を開催して、親睦をはかり

たいと考えておりますので、その際には宜しくお

願いいたします。また板木さんの後のホストファ

ミリーがまだ決定しておりません。南クラブとも

再度折衝しておりますが、当クラブの会員の方で、

受けていただける方がいらっしゃいましたら、是

非宜しくお願いいたします。 

先日２月の１１～１２日に2570地区2770地区

共催で、全国ローターアクト研修会が大宮で開催

され、１１日の記念式典には出席をしてまいりま

した。北海道から沖縄までのローターアクトの青

年たちと地区の代表者が一堂に会して、熱気あふ

れる大会でした。当日の資料を回覧しております

ので、ご覧ください。 

昨日は IM での寸劇の最終練習に行ってまいり

ました。実際の舞台での位置等を確認しながらの

通しでの練習でした。又、石川ＰＧ,西川Ｇのお

二人が練習に参加されました。福島喜三次，米山

梅吉役でしたが、さすが初めてで素晴らしい演技

をされていました。是非ご期待下さい。 

本日は宅見会員・大塚会員に「私の生業」と題

して卓話をお願いしております。宜しくお願いい

たします。 

 

■■■幹事報告        関谷永久幹事 

1.2/15～2/17 青少年交換プログラム行事スキー

ツアー 草津温泉スキー場 
2.2/19 新会員出前研修会 17：45 狭山市民会館 

3.3/5  ＩＭ所沢市民文化センター、ミューズ 

4.3/28 地区大会記念チャリチーゴルフ大会  

川越 CC 当クラブより４名参加 

■■■回覧、配布物 

① ハイライトよねやま 132 
② 3/5 IM 出欠席  
③ 4/3 地区大会本会議出欠席 
④ 他クラブ週報 
⑤ 2011-2012 年度版 RC 手帳申し込み 
⑥ 週報 29 号 

 

■石川山治会員 

1 月 23 日に 85 歳の生涯をとじました、家内の

葬儀に際しましては、お忙しい中、多くの方々の

弔問を戴きありがとうございました。24 年の長

い療養生活を過ごした訳ですが、その 24 年は家

内の勧めで私が入間ロータリークラブに入会さ

せて頂いた年月と同じです。介護をする為にロー

タリーの活動にも、中々参加できず申し訳なく思

っております。本当にありがとうございました。 

The Rotary Club of Iruma  Club Bulletin 

入間ロータリークラブ週報      

■例会日：木曜日 12：30～13：30   

■例会場：丸広百貨店入間店６Ｆ バンケット・ホール  

Tel.04-2963-1111

■事務所：〒358-0023 入間市扇台 3-3-7 ハイツ斎竹 101 号 

Tel.04-2964-1700 Fax.04-2965-5788    

Email：iruma－rc＠jupiter.plala.or.jp

2010-2011 年 RI テーマ 第３０号 ２６４４回例会  ２０１１年２月１７日（木） 



■■■委員長報告 

新世代部門委員会             石川嘉彦委員 

2/14 に国際奉仕委員会を開きチャーリーの両
親来日の対応を話し合いました。特別なお客さん

扱いをせず、せっかくベルギーからロータリアン

がいらっしゃるのですから、夕食でも囲えたらと

思っています。又、チャーリーの後半のホストフ

ァミリーが未だ決まっておりません。どなたか受

ける事が出来ればと思い、宜しくお願い致します。 

 

■■■職業紹介スピーチ■■■ 

 

宅見允会員(職業分類：法律事務所 事務局長) 

ロータリアン

となり 2年と 2ヶ

月になります。私

の仕事は、売掛金

や貸したお金を確

実に回収、地代・

家賃の不払い問題、

相続財産問題、担

保や保証問題解決

の為に、予防対策

を執り、せっかく

の勝訴判決を「絵

に描いたもち」に

せず、「花」から「果実」になる様に命を掛けて

取り組んでおります。 

最後に、若さを保つ私の生き方を「か・き・く・

け・こ」に表してみました。「感動」「気合」「苦

労」「健康」「好奇心」それといつまでも「恋心」

を持つことです。本日はありがとうございました。 

 

大塚拓会員 (職業分類：不動産管理業) 

 私の仕事は

不動産管理業

ですが、お話し

すると二分で

終わってしま

いますので、職

歴を今日は紹

介いたします。

将来、政治の道

に行くには大

きい組織の力

学を知ってお

く必要がある

と考え、東京三菱銀行で 6年ほど金融を勉強した

後、ハーバード大学院に留学しました。それと同

時に学費や父の介護費用捻出のため不動産経営

に乗り出しました。今は前回の選挙で議席を失い、

不動産管理業と同時に自由民主党埼玉第 9 選挙

区支部長・政策研究大学院大学の客員研究員・ダ

ボス会議ヤンググローバルリーダー等を遣らせ

て頂いております。複雑、多岐な話しでしたが本

日はありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜出席報告＞      宮崎正文出席委員長 

＊事前欠席連絡 4名 

 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞     粕谷康彦ＳＡＡ 

石川山治君～葬儀御礼。摂田順一君～石川パス

トガバナー先日の家庭集会の帰り同乗させて頂

きありがとうございました。宅見允君～ようやく

卓話ができます西山プログラム委員長ありがと

うございます。宮寺成人君～早退致します。 

本日\13,000      累計\699,000 
 

会員数 出席数 出席率 前回修正率

44 名 30 名 71.4％ 87.8％ 

会報委員会（水村 滝沢 宅見）

瓦瓦版版・・すすぎぎややまま vvooll..2211  
 
「昭和初期の世相」 
現在も不況に苦しんでいる人は多いと思う。

然し昭和の初期の不況は桁違いだった。「一ド

ル三円位だったのが、政府の政策によって二円

台から二円五十銭位だと思う」浜口内閣が円高

政策によって不況が深刻になった。その頃の日

本の輸出産業は主に繊維だったと思う。東京で

は救世軍と言う民間慈善団体が救済に乗り出

し大きな舟を借りコモを貸しニギリ飯を何個

か与え舟に一泊させて行倒れて死亡する人を

助けた。 

浜口首相は国民の恨みを買い、佐郷屋留吉とい

う青年に東京駅で襲われ重傷を負い後死亡し

た。昭和四年に政府は犬飼内閣に変わった。そ

の時或る財閥がドル買い事件を起こした。為替

操作によって当時で５０億円位儲けた。（この

頃の５０億円は今日の何兆円にも匹敵する）半

分位は社会に献金すれば良いのだが全部会社

の利益にしたため暗殺された。犬飼首相を始め

政治家のトップが暗殺され暗い世の中だった。

この事件には青年将校が関与していた。当時の

政治家の多くは国政の改革に不熱心だった為、

軍部が起ち上がり政治に関与して遂に満州事

変までおこした。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■2010-2011ＲＩ会長：レイ・クリンギンスミス          ■ＲＩ第 2570 地区ガバナー：西川 武重郎 

■会長：山岸 義弘 幹事：関谷 永久 会報委員長：水村 雅啓  ■当番：後藤 賢治 

 

 
 
 
＜ビジター・ゲスト＞ 

航空自衛隊入間基地 基地指令 國分 雅宏様  
■■■会長の時間       山岸義弘会長 

１９日に入間市交通安全市民大会に参加して

まいりました。第一部はｱﾄﾗｸｼｮﾝとして野田中学

校吹奏楽部による素晴らしい演奏があり、第二部

の式典では交通安全関連の功労者・標語・作文等

の表彰が行われました。ひとつ紹介いたします。     

「危ないよ歩きながらのＥメール」 
ピロン君は月曜日より板木さん宅で、ホストフ

ァミリーをしていただいています。岩崎会員宅で

は、年末から正月を含んで、日本らしさを体験で

きたことと思います。長い間お世話さまでした。 

今年はもう過ぎてしまいましたが、会員アクセ

スに登録している会員限定で「オンライン寄付に

対する 1 日限定の認証額 2 倍特典」制度がありま

した。来年も継続が予想されます。ご活用下さい。 

本日は國分入間基地司令においでいただき、防

衛講和その１と題して卓話を頂きます。昨年９月

の尖閣諸島での漁船衝突事件あるいは、竹島、北

方四島、国民が国防に対しての関心が非常に高ま

っ ています。国防のトップを担っておられる基

地司令より、自衛隊の現状を踏まえた意義のある

お話が伺えるものと思います。又、1月の例会に

てＭＡＷＪの大野代表に卓話をいただきました

が、たまたま白血病の再発の 18 才の女の子が、

戦闘機のコックピットに乗りたいという希望が

ありました。今迄は自衛隊との接触がなかったと

の事で、私が入間基地広報班を通じてご紹介申し

上げました。基地司令には特段のご配慮をいただ

き、2/15 に実施されました。打合せの段階では

本人は笑顔ひとつ見せなかったのが、当日は終始

白い歯をみせて笑っていたとの事です。ご家族も

びっくりするほど明るくなったと喜んでいて、担

当医師には、これからの辛い治療にも頑張ると言

ってくれたとのことです。この場を借りまして、

ご披露と御礼申し上げます。 

■■■幹事報告        関谷永久幹事 

1. 3/5 は IM です、会場：所沢ミューズ           

次回 3/3 の例会は振替となり休みです。 

2. 3/10 例会会場は 7階のさくら草ホール 

3. 2/27 米山奨学部門歓送会 埼玉グランドホ

テル 15：30 当クラブより 3名出席 

4. 昨年のチリ鉱山救出作戦にて杉山会員の会社

製品が使用され活躍されました。 

■■■回覧、配布物 

① 第 3回日台ロータリー親善会議 

② 学友会ニュース 2011 年 2 月号 

③ 他クラブ週報・例会変更 

④ 2010～2011 年度ライラデー開催のご案内 

⑤ 第 44 回入間市交通安全ポスター入選作品 

⑥ 週報３０号 

■■■委員長報告 

健康管理委員会       山根宏夫委員長 

3/17 の例会は肝炎の話ですが、昔は A,B 型し

かわからなかったのですが、今は A,B,C,D,E まで

解ってきており、ウイルス性の肝炎がいかに怖い

か、症状はどうなるのか等を山岸会長の弟さんに

解説して頂きますので是非出席して下さい。 

新世代部門委員会      滝沢文夫委員長 

 青少年交換学生のチャーリー君が 2/21 より板

木家にホストチェンジしました。平岡(逹)－繁田

(光)－岩崎―板木の４番目のファミリーとなりま

した。５番目のホストファミリーを募っておりま

す。宜しくお願い致します。チャーリーより草津

温泉スキーを楽しんで来たと報告がありました。 

＜出席報告＞      宮崎正文出席委員長 

＊事前欠席連絡 5名 

＜ニコニコＢＯＸ＞    粕谷康彦ＳＡＡ 

山岸義弘君～國分基地司令ようこそ本日は宜

しくお願いします。齋藤栄作君～入間基地雇用協

では、いつもお世話になっています。岩崎茂君～

入間市交通安全大会にて表彰を受けました。後藤

賢治君～昨年 11 月に生牡蠣を食べて劇症肝炎に

なり、ようやく良くなって参りました。御迷惑お

掛け致しました。これからも宜しくお願いします。 
     本日 ¥10,000    累計 ¥709,000 

会員数 出席数 出席率 前回修正率

45 名 33 名 80.5％ 79.1％ 

The Rotary Club of Iruma  Club Bulletin 

入間ロータリークラブ週報      

■例会日：木曜日 12：30～13：30   

■例会場：丸広百貨店入間店６Ｆ バンケット・ホール  

Tel.04-2963-1111

■事務所：〒358-0023 入間市扇台 3-3-7 ハイツ斎竹 101 号 

Tel.04-2964-1700 Fax.04-2965-5788    

Email：iruma－rc＠jupiter.plala.or.jp

2010-2011 年 RI テーマ 第３１号 ２６４５回例会  ２０１１年２月２４日（木） 



今回は、「ディアボーン街の奇跡そしてわが国

ロータリーの発祥」と題した演劇が行われまし

た。ポール・ハリスはじめロータリー創始者たち

を各クラブの会長、幹事が演じました。我がクラ

ブの山岸会長は、シルベスター・シール役で出演。

メガネを飛ばしての熱演でした。米山梅吉は西川

ガバナー、そして 

日本人最初のロー 

タリアン福島喜三 

次は入間クラブの 

石川嘉彦ＰＧが演 

じました。 

皆さん、名(?) 

役者でした。 

 

■■■ 講 師 卓 話 ■■■ 

「防衛講和その 1」     國分 雅宏様 

  本日は副題

と致しまして

「わが国の空

の防衛」につい

てお話させて

いただきます。

初めに最近10
年間の主要国

の国防費はロ

シア9倍、中国

4倍、アメリカ2.3倍と何れにしましても国防費を

伸ばしているのに対し、我が国は0.96倍で、いか

なるものかと思います。航空自衛隊が持っている

戦力、装備はこの国を守る為の航空防衛力です。

長所として高い即応

性、機動性、柔軟性、

多目的性があります。

短所としては気象の

影響を受けやすく、

地上においては弱く、

又造成に長期間を要

します。戦闘機には10年を要し、パイロット育成

も8年は掛ります。周辺国の航空戦力をみまして 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

も日本は量も少なく(ロシア800機・中国1980機・

北朝鮮580機・韓国530機・日本430機・在日米軍

等260機)質も劣っており、ステルス戦闘機に措い

ては持っておりません。航空自衛隊の組織の概要

としては、平成22年度で50,477名の人員を配し、

主な任務として情報収集と警戒監視活動、国際緊

急援助等です。航空救難待機として6機を保有し

ており今回のニュージーランド地震に起きまし

ても要請があるかも知れません。一番新しいレー

ダと致しまし

ては、佐渡に航

空機や巡航ミ

サイル、弾道ミ

サイルの探知

と追跡を目的

として設置さ

れたＦＰＳ－

５があります。 

我が国の領土・領海・領空に入ってくる事を防

ぐこれが「我が国の空の防衛」です。入間基地司

令として周辺社会と密接な連携を取らせていた

だく努力をしてまいります。又中部航空警戒管制

団として 24 時間首都圏の警戒態勢を継続すると

ともに、入間基地の円滑な運営に貢献していきた

いと思います。ご清聴ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会場:所沢市民文化センターミューズ 

点鐘：午後１時３０分 

第３２号 ２６４６回例会  ２０１１年３月５日（土） 

ＩＭ (Intercity Meeting) 
近隣都市数クラブが集まって開かれるロータリーの会

合。討論の主な内容は、ロータリーの特徴やプログラム

などを検討する。この会合の目的は、会員相互の親睦と

知識を広めることであって、さらに、会員にロータリー

情報を伝え、奉仕の理想を勉強するために開催される。

決議や決定はない。 

会報委員会（水村 滝沢 宅見）

右側が、福島喜三次役の石川 PG 

国際ロータリー第

2570 地区第三グル

ープのＩＭが新所沢

ＲＣのホストで開催

されました。 

左側が、ｼﾙﾍﾞｽﾀｰ･ｼｰﾙ役の山岸会長



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■2010-2011ＲＩ会長：レイ・クリンギンスミス          ■ＲＩ第 2570 地区ガバナー：西川 武重郎 

■会長：山岸 義弘 幹事：関谷 永久 会報委員長：水村 雅啓  ■当番：諸井 克彦 

 

 
 
 
例会場は、まるひろ･さくら草ホールに変更 

＜４月プログラム＞ 

＜今月のお祝い＞  

会員誕生日 
後藤賢治君 粕谷康彦君 
豊田義継君  

夫人誕生日 
水村安代様 山岸弥生様 
繁田智恵様 斎藤慶子様 
大野喜久代様  

結婚記念日 繁田昌利君 
 

＜ビジター・ゲスト＞ 

米山奨学生    コチャワン・パッタマー様 

米山記念奨学生になり二年間お世話になり、精

神的・経済的にも安定した生活することが出来、

心から感謝

しておりま

す。これから

もタイと日

本の架け橋

になって世

界の友好関

係のお手伝

いができた

ら幸せです。

ありがとう

ございまし

た。     （御礼に時計を頂きました。） 

■■■会長の時間       山岸義弘会長 

先月の２７日の平岡達也会員の叙勲のお祝い

の会には多数おいで頂き、発起人の立場からもあ

りがとうございました。今後とも活躍され、また

後輩のご指導のほど宜しくお願い致します。 

3/5 に開催された第３グループの IM は今迄の

IM とは趣きを異にして、磯田ガバナー補佐の発

案で、「ディアボーン街の奇跡そして我国のロー

タリーの発祥」と題して、第３グループの会長幹

事と西川 G・石川 PG が出演者の寸劇を行いまし

た。当初この計画が発表されたときは、会長幹事

会では「ブツブツ」と不満をもらしておりました

が。五回の事前練習と当日の午前中のミューズで

の練習を経て、本番になった訳ですが、意外と私

としては楽しくできました。私はシルベスター・

シールの役でしたが、特に素晴らしかったのは、

米山梅吉役の西川 G と福島喜三次役の石川 PG と

の我国のロータリーの発祥時のお二人の絶妙な

アドリブを交えての掛け合いでした。お二人は最

終の練習に参加しただけで、とても上手く演じて

いて、さすがガバナー経験者と感心しています。

懇親会の席での評判も良く、内容も理解できたし

面白い良い企画であったと思っています。 

一般財団法人ロータリー日本財団は、国際ロー

タリー（RI）のロータリー財団の協力財団として、

寄付者が日本において税制上の優遇措置を得る

ために設立されました。平成 22 年 9 月 22 日に公

益認定申請をし、12 月 24 日に約 3ヶ月という想

定外の速さで、内閣総理大臣より、公益社団法人

及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成

18 年法律第 49 号）第 4条に基づき、待望の認定

を受けました。ロータリアンの皆様からのご寄付

は 2011 年 4 月 1 日から、税制上の優遇措置の対

象となります。尚、恒久基金への寄付につきまし

ては、公益財団法人への寄付として法的に受け入

れられるかどうかの調査中であり、現時点では税

制上の優遇措置の対象外とさせていただきます。 

本日杉山会員の娘さんの井花宏子さんがみえ

て、杉山会員より R財団の恒久基金、米山奨学会、

入間ロータリークラブの３箇所へそれぞれ多額

のご寄付をいただきました。クラブへいただいた

寄付につきましては、有意義に使わせていただき

ます。大変ありがとうございました。 

本日は歴代パスト会長の卓話第２回目で 21 代

 当番 内 容 

7 日  
夜間例会 
「杉山会員 100歳お祝い」 

14 日 晝間 第 5回クラブ協議会 

21 日  
入間南 RCとの合同例会 
4/26(火)に振替  

28 日 細淵 
講師卓話 

狭山警察 署長 中曽根貞夫様 

The Rotary Club of Iruma  Club Bulletin 

入間ロータリークラブ週報      

■例会日：木曜日 12：30～13：30   

■例会場：丸広百貨店入間店６Ｆ バンケットホール  

Tel.04-2963-1111  

■事務所：〒358-0023 入間市扇台 3-3-7 ハイツ斎竹 101 号 

Tel.04-2964-1700 Fax.04-2965-5788    

Email：iruma－rc＠jupiter.plala.or.jp

2010-2011 年 RI テーマ 第３３号 ２６４７回例会  ２０１１年 ３月 １０日（木） 



斉藤福太郎会員・37 代摂田会員にお願いをしてお

りましたが、摂田会員が急遽都合が悪くなりまし

たので、40 代石川会員にお願いいたしました。 

最後に来週は、業界で叙勲のお祝いがありまして

欠席となりますので宜しくお願いします。 

 

■■■幹事報告        関谷永久幹事 

第 5回理事会報告 ＜協議事項＞ 

1.地区大会4月 3日バス利用 只今28名中型バス  

2.4 月プログラム  4/7 杉山会員百寿祝い例会 

4/１4 第 15 回クラブ協議会 4/21 振替休（同

26 日入間南 RC 合同例会） 

3.5 月プログラム 概要説明有 

4.入間 RC 定款、細則の見直し変更について、宮

寺理事より概要説明有 委員会数の増加の件、

理事会構成の件など 

5、ニュージーランド地震災害義援金について 

一人、2000 円   

＜報告事項＞ 

1.2011～2012 年度 地区委員派遣 

会員増強、クラブ拡大委員   水村雅啓 

米山奨学推進委員       滑谷 明 

広報、記録委員        繁田 光 

 研修リーダー         繁田昌利 

2.3/12 社会奉仕部門セミナー 13：00～ 紫雲閣 

3/13 入間市少年野球総会 18：30～黒須公民館 

 

■■■回覧、配布物 

① ガバナー月信 第 9号 
② 4/10 加治丘陵保全活動ボランティア 
③ 他クラブ週報 
④ 4/7 夜間例会出欠席(杉山会員 100 歳御祝) 
⑤ 第３回日台ロータリー親善会議出欠席 
⑥ 公益財団法人ロータリー日本財団の認定と
税制上の優遇措置 

⑦ ニュージーランド地震災害義援金お願い 
⑧ 地区大会のご案内 
⑨ ＩＭプログラム・報告書 
⑩ 週報 31,32 合併号 
 

■■■委員長報告 

会員増強委員会       忽滑谷明委員長 

 現在のところ入会１名、退会２名という状況で

す。引き続きご協力をお願い致します。 

プログラム委員会       吉永章子委員 

表記の通り４月プログラムのご案内をします。

5月のプログラムはまだ決まっておりませんので 

再度ご報告させていただきます。 

環境保全委員会       諸井克彦委員長 

4/10に加治丘陵の保全、活動を予定しています。
身軽な服装でカマ・ハサミ等を持って飲み水持参

上来て下さい。大勢の参加をお待ちしています。 

宮寺成人会長エレクト 

 11 月に続き 2/25 に会長エレクトの研修に行っ

てきました。来年度のＲＩ会長に 30 年ぶりに日

本の方がなられる事が決まっております。又今年

の 2570 地区の研修リーダーに中村さんがなりま

す。中村さんは世界のＲＩ研修リーダー3人の内

のお一人で人気のある方で活躍が期待されます。

これから勉強しながら色々な事を決めていきま

すので宜しくお願い致します。 

■■■パ ス ト 会 長 卓 話■■■ 

第２１代会長         斎藤 福太郎会員 

 私は昭和５４年４月

より５５年６月までの

２１代の会長で、幹事

は浅見仁一郎さんでし

た。浅見さんは３０歳

でロータリーに入会さ

れた方で私の家の一番

近くに住んで居られま

した。会長の時間はロ

ータリー関係の事柄を中心に話し、時代の話題

等々でスピーチを致しました。事業としては入間

ロータリー創立２０周年の記念事業と国際ロー

タリー創立７５周年記念に当たりましたので合

わせて御祝を盛大に致しました。参加者は１５０

名程で、会員５６名、夫人同伴でした。 

第 ４ ０ 代 会 長       

石川 山治会員 

 65 歳で入会い

たしまして 10 年

目の 1998～1999

年に会長を致しま

した。同期入会の

関根靖郎会員が幹

事でした。私の年

度の時にバブルがはじけ、経費削減から事務局が

二人から一人になり大変だという事で、関根さん

のお嬢さんが会報係りを引き受けて下さり助け

ていただきました。ガバナー訪問も大変な思いで

過ごしましたし、2000 回の記念例会での卓話を

川越ロータリークラブ会員で画家の相原求一朗

様にお願いいたしました。事務局の方も私達と同

じロータリアンだと思っていますので、事務局の

人の仕事に理解を持って皆さんも協力していっ

てもらいたいと考えております。本日はありがと

うございました。    (お二人に諸井会員よりお

手製の靴べらが贈呈されました。) 

 

＜出席報告＞      宮崎正文出席委員長 

会員数 出席数 出席率 前回修正率

45 名 27 名 67.5％ 78.6％ 

 ＊事前欠席連絡 9名 

＜ニコニコＢＯＸ＞     粕谷康彦ＳＡＡ 

豊田義継君～誕生祝いありがとうございます。     
本日¥34,000      累計¥743,000 

会報委員会（水村 滝沢 宅見）



 

 

 

 

 

 

 

■2010-2011ＲＩ会長：レイ・クリンギンスミス          ■ＲＩ第 2570 地区ガバナー：西川 武重郎 

■会長：山岸 義弘 幹事：関谷 永久 会報委員長：水村 雅啓  ■当番：平岡 達也 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■■会長の時間       山岸義弘会長 

 まずは３月１１日に発生した東日本大震災に
おきましては、１０００年に一度の未曾有の大災

害で死者行方不明者は１４０００人を超え、避難

している方は３９万人超といわれています。あら

ためてご冥福とお見舞いを申しあげます。 

会員の皆様のご家族ご親戚並びに社員のなか

で被災された方、設備商品などの損傷が発生され

た方もいらっしゃるかとも思います。心よりお見

舞い申し上げます。本日の例会は講師卓話を予定

しておりましたが、現在の取り巻く状況を考慮い

たしまして、取止めとさせて頂き、会員の皆様の

情報交換、意見交換を目的として、通常例会とし

て開催する事といたしました。是非、入間ＲＣと

して、取るべき姿、被災地に対し何ができるか？

当面の間の例会のあり方・計画停電との絡み等々、

活発なご意見を頂戴したいと思います。現在の状

況は、理事会での決議として、ご案内しておりま

すが、本日の会員の皆様のご意見を尊重させてい

ただき、再度理事会で審議したいと考えておりま

す。 

ガバナー会は、地区大会の中止に伴い、大会予

算を義援金とし、各クラブにも追加支援の要請を 

行いました。３月３１日の例会は地区大会に振替 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

をしておりましたが、地区大会中止に伴い復活も

検討中です。その後に関しては、まだ審議してお

りません、会員の皆様のご意見を参考にしながら、

決めていきたいと考えています。 

 青少年交換留学生のチャールズ・ピロン君は、

１３日にベルギーのご両親より帰国の要請があ

り、翌１４日の夕刻に成田を出発帰国いたしまし

た。私が東京駅まで送りその後成田までは、ﾀｸｼ

ｰで向かいました。無事帰国したとの連絡は地区

のベルギー留学中の板木麻耶さん経由で入りま

したので、とりあえず安心しています。 

３/２６～４/２４迄の予定でオーストラリア

第 9630 地区ブリスベーンよりのＧＳＥ訪問団に

つては来日を中止いたしました。派遣はすでに５

名で３/５に出発しており、予定通り４/２に帰国

の予定です。 

入間クラブのＨＰについてですが、管理人のマ

ウスの森さんがすぐに対応してくれまして、今回

逸早くトップページに「東日本大震災の被害に遭

われたみなさまへ」と題してお見舞いのメッセー

ジを載せていただきました。また、入間市防災情

報へのリンクも張っていただきました。ログイン

しますと掲示板に石川ＰＧの投稿もあります。充

実しておりますので、是非ご覧下さい。 

■例会日：木曜日 12：30～13：30   

■例会場：丸広百貨店入間店６Ｆ バンケット・ホール  

Tel.04-2963-1111 

■事務所：〒358-0023 入間市扇台 3-3-7 ハイツ斎竹 101 号 

Tel.04-2964-1700 Fax.04-2965-5788    

Email：iruma－rc＠jupiter.plala.or.jp

2010-2011 年 RI テーマ 第３４号 ２６４９回例会  ２０１１年３月２４日（木） 
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入間ロータリークラブ週報      

巨大地震が 2011 年 3 月 11 日午後 2 時 46 分

ごろ、三陸沖を震源に日本列島を襲いまし

た。阪神大震災の約 1000 倍に相当する M9.0

のエネルギーで激震が約 5分も続いた後、最

大数十メートルの津波が押し寄せ、無数の

方々の命や生活が奪われました。日本本土の

地盤が約 2.4 メートルも移動したというほ

どの衝撃に相次ぐ余震、そして原子力発電所

での炉心溶融。被曝被害も発生し、数十万人

が避難生活を送るなか、関東など では計画

停電が実施され、緊張の日々が続いていま

す。 

例会開始の最初に黙祷を捧げました。 

東日本大震災で被害に遭われた方々に心からお見舞い申し上げます。会員一同、微力なが

ら出来る限りの支援を募り、復興のお手伝いを致します。みんな頑張れ。 



■■■幹事報告        関谷永久幹事 

第 10 回臨時理事会報告 

＜協議事項＞ 

1、例会日及び内容の見直しについて 

3/31 通常例会 卓話 山岸業弘様 中央公民館 

  4/7 通常例会 卓話 地区出向者 5名 

      第 5 回クラブ協議会 丸広 

  4/14 通常例会 杉山会員百寿祝  丸広 

  4/21 通常例会 卓話 ﾄﾞｺﾓ担当者 中央公民館 

  4/28 通常例会 卓話 狭山警察署長 丸広 

＊開催場所は計画停電などの影響で異なります

ので注意願います 時間はいつも通りです。               

2、震災への援助について 

義援金及び物資の支援について協議の結果義

援金を行う事になりました、時期と支援先に

ついては次回理事会にて決める事とし、金額

は会員浄財とニコニコ、基金などにて補充し

合計で 100 万円以上を送ることになりました。                          

3、次回例会(3 月 31 日)前に臨時の理事会を開催 

＜報告事項＞ 

1.以下の諸行事は中止となりました。 

3/26 会長幹事会・4/2－3 地区大会・4/15 狭

山ＲＣ45 周年記念例会・4/19 入間南との合同

例会・ＧSE 派遣生受入 

2.4 月ロータリーレートは 1ドル 80 円です。 

■■■回覧、配布物 

① ロータリーの友３月号 
② 3/5 IM 出欠席 4/3 地区大会出欠席 
③ 他クラブ週報＆例会変更・中止のお知らせ 
④ 日台ロータリー親善会議 
⑤ 米山梅吉記念館 館報 Vol.17 
⑥ 派遣学生２月次報告書 
■■■委員長報告 

雑誌委員会         友野政彦委員長 

 横組み 18 頁にＲＩ会長エレクトのバネルジー

氏がロータリーについて語っております。続いて

27頁からも「未来の夢とは？」、その基本的な説
明があります。縦組み１３頁には我がクラブの斎

藤金作会員の句が掲載されております。 

環境保全委員会       諸井克彦委員長 

 前回報告しました加治丘陵の保全活動は延期

いたします。又改めましてご報告いたします。 

新世代部門委員会            滝沢文夫委員長 

1.派遣学生の板木さんの月次報告を回覧いたし

ましたのでご一読下さい。 

2.会長のお話にもありましたが、チャーリー君は

3/14(月)に帰国いたしました。帰国に際しまし

ては山岸会長に大変なご苦労をお掛けしあり

がとうございました。志木のジョン、狭山のブ

リジットもそれぞれ母国に帰国いたしました。 

3.板木さんはベルギーで頑張っています。ベルギ

ーでは日本の原発が爆発してヨーロッパにも

日本から放射能が飛んでくるとの噂があるそ

うです。板木さんからメール等で連絡がありま

したら、報告いたします。 

世界社会奉仕委員会     晝間和弘委員長 

 書き損じのはがき回収にご協力ありがとうご

ざいます。今の時点で 320 枚集まっております。 

米山奨学委員会              繁田光委員長 

 2011～2012 年度米山奨学生の受入依頼がきて

おります。氏名は李宝雲(ﾘ ﾎｳｳﾝ)26 歳 女性・出

身中国、武蔵野学院大学経営学専攻・豊島区在

住・期間は 2011 年 4 月～2013 年 9 月です。 

 

■■■意 見 交 換■■■ 

 

東北関東大震災 

「ロータリー」としていま何ができるのか？ 
 

 

 

 

 

 

 

石川嘉彦会員 

西川ガバナーが 14日(月曜日）には地区大会中
止を即断し、その予算一千万を被災地に送ること

を決断された事に皆さんも大喝采を送って下さ

い。これからの例会については、この様な時だか

らこそ例会を開いて、皆で元気と勇気、自信を持

って行こうではないでしょうか。 
斎藤金作会員 

 今クラブで何をしなくてはいけないかを考え

る上でも 3/17 に例会を開催しても良かったので

ないか、計画停電に負けずこれからも例会は遣る

べきであり、義援金は社会奉仕委員会の予算を回

したらどうでしょう。西川ガバナーの苦渋の決断

をロータリアンとして忘れてはいけないと思う。 

 

繁田昌利会員、吉永章子会員、加藤国夫会員、

大塚拓会員、其々から支援物資は刻々と変化して

おり、仕分けや人手もあり、ある程度纏めて送る

必要があるのではないか等々の意見がありまし

た。 

 

最後に山岸会長より次回の 3/31 の例会は開催

する事に決め、これからの例会については、この

後の臨時理事会で決定しますので、意見助言のあ

る方はオブザーバーとして残って下さいと呼掛

けがあり大震災対応の意見交換を閉会しました。 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞    粕谷康彦ＳＡＡ 

斎藤福太郎君、石川山治君～会員卓話にて諸井会

員から転ばぬ先の杖と起ったまま使える靴べら

頂き敬老の心に感謝ありがとうございます。 

本日¥3,000      累計¥746,000 
 

＜出席報告＞      宮崎正文出席委員長 

会員数 出席数 出席率 前回修正率

44 名 31 名 79.5％ 85.4％ 

＊ 事前欠席連絡 1名 

会報委員会（水村 滝沢 宅見）

世界中からのエールを

編集した映像を鑑賞し

ました。（新狭山ＲＣ井

花会員から送られてき

ました） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■2010-2011ＲＩ会長：レイ・クリンギンスミス          ■ＲＩ第 2570 地区ガバナー：西川 武重郎 

■会長：山岸 義弘 幹事：関谷 永久 会報委員長：水村 雅啓  ■当番：繁田 昌利 

 

 
 
 
例会場は、入間市中央公民館に変更 

 

パスト会長の浅見仁一郎様が昨日お亡くなり

になりました。心よりご冥福をお祈り申し上げ、

黙祷を捧げます。 

 

 

＜ビジター・ゲスト＞ 

山岸内科クリニック      山岸業弘様 

 

■■■会長の時間       山岸義弘会長 

東北関東大震災発生より２週間が経ちました

が、まだまだ被害の全貌は掴みきれない状況が続

いています。また原発の沈静化も見通しが付かな

い情勢です。日本全体で被災地の一日でも早い復

興にむけて力を結集していくときだと考えてお

ります。せめて早く原発に関しては安心できる状

態になればと思います。 

 先日２８日に入間市社会福祉協議会の評議員

会が開催され、ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ会長として委嘱をされ

ていますので、出席してまいりました。冒頭杉田

会長の挨拶で入間市でもすでに２７名の被災さ

れた方を受入ており、避難所として入間市青少年

活動センターを提供しております。現在そこでの

ボランティアを募集しています。 

板木麻耶さんの「ベルギーからの便り」が３月

３日発行の豊高だよりに掲載されていますので、

回覧をいたします。内容はオランダ語圏とフラン

ス語圏があって、仲が悪いこと、オランダ語圏の

お店でフランス語でしゃべってしまったら、とて

も気分悪い応対をされてしまった。ベルギーには

政権が無いとも書いてあります。ピロン君ですが、

２８日には再来日する予定でしたが延期になり

ました。原発がこんな状況ですので、現在ＲＩが

日本の青少年交換留学生を帰国させています。ま

たベルギーも日本への渡航の禁止措置をとって

いるとのこと、彼は来日を４月１０日に延期する

とのことですが、その時の状況次第だと考えてお

ります。 

先日不動院に場所を移して開催された入間南

RC の例会に参加させていただきました。南相馬

で被災された方の卓話でした。地震と津波に襲わ

れた時の模様、現在の状況など生の声を聞かせて

いただきました。また JC の OB が南三陸町に支援

物資を届け、ちゃんこ鍋を現地で食べていただい

たとの事。現地に行かれたＪＣ２１代理事長の西

澤正夫さんは「涙を流して感謝されましたが、現

地の状況は言葉に表せないほどの壊滅状態でし

た。今後長期に亘っての、支援が必要」との報告

をお聞きました。まさに、日本国民全体が団結し

ての、復興に向けた強力な支援の必要性を痛感い

たしました。本日の理事会で先日来検討しており

ました、震災への義援金ですが、１００万円を目

標にいたします。本日募金箱を回しますので、寄

付をお願いたします。いただきました寄付とクラ

ブ基金より出金させていただき、１００万円にし

て、入間 RC の義援金といたします。一昨日朝杉

山会員よりお電話をいただきまして、「入間ロー

タリーは県内３番目の創立なのだから、先頭をき

って何かやったらどうだ。」とありがたいお言葉

をいただきました。復興には永い時間がかかると

思いますので、その都度ロータリークラブとして

の適切な対応支援を行うことが肝要と思います。 

 

■■■幹事報告        関谷永久幹事 

第 11 回臨時理事会報告 

 ＜協議事項＞ 

1.東北大震災義援金の件 

 A,地区大会参加費の一部2570地区で1000万円 

 B,別途に会員義援金とクラブ基金で 100 万円 

 C,Bの義援金の振込先などは次回理事会で決定  

2.4 月の例会プログラムについて 

4/7 通常例会 卓話 地区出向者 5名 

  第 5 回クラブ協議会 丸広 

4/14 通常例会 杉山会員百寿祝  丸広 

4/21 通常例会 卓話ドコモ担当者 中央公民館 

4/2 通常例会 卓話 狭山警察署長  丸広 
 

※開催場所は計画停電などの影響で異なります

ので注意して下さい。時間は何時もの通りです。    

The Rotary Club of Iruma  Club Bulletin 

入間ロータリークラブ週報      

■例会日：木曜日 12：30～13：30   

■例会場：丸広百貨店入間店６Ｆ バンケットホール  

Tel.04-2963-1111  

■事務所：〒358-0023 入間市扇台 3-3-7 ハイツ斎竹 101 号 

Tel.04-2964-1700 Fax.04-2965-5788    

Email：iruma－rc＠jupiter.plala.or.jp

2010-2011 年 RI テーマ 第３５号 ２６５０回例会  ２０１１年 ３月 ３１日（木） 



＜報告事項＞ 

地区大会の個人負担金 
チャリテーゴルフ登録料と晩餐会参加費は各自

の事業参加費に返金いたしました。  
 

■■■回覧、配布物 

① 学友会ニュース第 150 号 
② ハイライトよねやま号外 
③ 他クラブ週報・例会変更 
④ ＧＳＥの活動報告 
 

■■■委員長報告 

親睦活動委員会       吉沢誠十委員長 

 杉山会員の百寿のお祝いは、4/7 を取りやめ、

14 日の通常例会で行います。 

プログラム委員会      西山祐三委員長 

4 月 7日は第 5回クラブ協議会と 4大奉仕委員

長・地区役員の卓話。14 日は杉山会員の御祝を

通常例会で行います。21 日は NTT ドコモの篠崎

様に 28 日は狭山警察署長・中曽根様に講師卓話

をお願いしております。尚、21 日の会場は計画

停電により本日と同じ中央公民館になりますの

でご注意下さい。 

新世代部門委員会      滝沢文夫委員長 

板木さんからのメールがきておりますので発

表させていただきます。 
1. 地震後夜はなかなか寝付けず、寝不足で学校
を休んだり気にしていないつもりでも、体に

ダメージあったようです。 
2. 4月 10日から 20日までロータリーのバスト
リップでイタリアに行ってきます。イタリア

は本当にいい国だそうでホストファミリーか

ら話を聞いて期待に胸を膨らませています。 
3. 地区大会会場でスカイプをつなぐ予定でした
が、中止となり皆さんとお話できるのを楽し

みにしていたので、とても残念です。しかし

帰国後には是非皆さんに、私の体験した事を

お聞きいただきたいと考えております。 
4. 青少年交換プログラムの委員長さんや今まで
日本に行っていたベルギー人とその両親が集

まって、原発や放射能物質に詳しい方から

色々と説明を受けました。その際に聞いたの

ですがピロン君は現在、家族でスキーに行っ

ているそうで、私も連絡が取れません。彼か

らメール等受け取った際はご連絡いたします。 
 

＜出席報告＞      宮崎正文出席委員長 

 ＊事前欠席連絡 1名 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞     粕谷康彦ＳＡＡ 

山根宏夫君～山岸先生忙しいところ今日はあり

がとうございます。吉沢誠十君～早退致します。     
本日¥4,000      累計¥750,000 

■■■ 講 師 卓 話 ■■■ 

「肝臓の話」      山岸業弘様 
 

山根会員よりご紹介

昭和 31 年生まれ・川

越高等学校より杏林

大学医学部卒、杏林

大学大学院修了、長

年の大学病院勤務

（杏林大学第三内科

講師、防衛医大第二

内科講師）後、平成

15年クリニックを開

院。専門は肝臓病、

特にウイルス性肝炎 

 

肝臓は脳と並んで 1.5kg も有る肝腎要の最大

の臓器である。食べたものは皆小腸から吸収され

門脈を経て全て肝臓に一旦入る。これらは肝臓で

化学的処理(代謝)をされ 後、肝臓からのアウト

プットとなる。いわば肝臓は一大化学工場と云え

る。GOT、GPT は肝臓の細胞が壊れている指標に

なる。肝臓は再生能力が盛んではあるが、再生能

力を上回る異常が長く続くと、肝硬変になり血小

板数が 10 万以下となる。肝臓病の原因は５つ有

り、①アルコール(エチルアルコール 24ｇを１単

位と称し、日本酒１合に相当する。３単位を毎日

飲む人は常習飲酒家、５単位は大酒家と云い５年

で肝臓を害する） ②薬剤(容量依存的な中毒性

のものと、非依存的なアレルギー性のものとがあ

り、サプリや漢方薬によることも多い) ③ウイ

ルス(Ａ～Ｅ型の５つのウイルスがある） ④自

己免疫(女性に多い) ⑤肥満（脂肪肝のうちNASH

といって肝硬変、肝癌に至るたちの悪い脂肪肝が

１割程度認められる）である。ウイルスが肝癌の

主たる原因であり、Ｃ型肝炎が８割ついでＢ型肝

炎である。ウイルス性肝炎のうちＡとＥは食べ物

や飲み物からうつり慢性化しない。Ｂ、Ｃ、Ｄ(欧

米でＢの重症例に認められ本邦では極めて稀)型

は血液からうつり、慢性化し肝硬変や肝癌の原因

になる。Ｂ型肝炎については 2008 年のエンテカ

ビル(飲み薬)の登場によりその予後は画期的に

改善した。  

 Ｃ型肝炎は

2004 年から始

まったペグ-イ

ンターフェロ

ン(注射)とリ

バビリン(飲み

薬)との併用療

法で週一回の

外来での注射で、治る時代に入って来た。２０１

０年４月からは僅か月１万円で治療可能となり、

今が治すチャンスである。 

 

会員数 出席数 出席率 前回修正率

43 名 33 名 82.5％ 70.0％ 

会報委員会（水村 滝沢 宅見）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■2010-2011ＲＩ会長：レイ・クリンギンスミス          ■ＲＩ第 2570 地区ガバナー：西川 武重郎 

■会長：山岸 義弘 幹事：関谷 永久 会報委員長：水村 雅啓  ■当番：平岡 勲一郎 

 

 
 
 

例会場は、まるひろ･さくら草ホールに変更 

＜５月プログラム＞ 

 

＜今月のお祝い＞  

会員誕生日 杉山定太郎君(100歳) 

夫人誕生日 
豊田恵子様 新井馨様 
平岡恵子様 松井仁美様 
宮崎洋子様 中澤好子様 

結婚記念日 
友野政彦君 齋藤金作君 
粕谷康彦君 晝間和弘君 
中澤孝芳君 

■■■会長の時間       山岸義弘会長 

４月の月信が届きました。雑誌月間ですので浅田ﾛｰ

ﾀﾘｰの友地区代表委員の「ﾛｰﾀﾘｰの友読んでます

か？」記事が掲載されています。冒頭には西川ｶﾞﾊﾞ

ﾅｰの「東北関東大震災」と題して、被災地へのお見

舞いと共に、継続的な被災地支援の為、今後も皆様

のご協力を宜しくと述べられています。また断腸の

思いで地区大会の中止を決断した経過等にも言及

されています。大震災より２０日が経ち、被災地で

は復興に向けた活動が始まりました。永い時間が掛

ると思いますが、日本はこの苦難を立派に切り抜け

る事と信じています。原発事故の早期の沈静化も大

きな課題です。国際ﾛｰﾀﾘｰのＨＰより「ﾛｰﾀﾘｱﾝと学

友が地震災害の被災者救済に乗り出す」と題した記

事を印刷してまいりましたので回覧いたします。内

容は、世界中各地区、財団、学友、ﾛｰﾀｰｱｸﾄ様々な

処で支援活動を展開しております。ﾛｰﾀﾘｰ財団は、

いち早く「ﾛｰﾀﾘｰ日本地震災害復興基金」を立上げ

ました。東京ﾛｰﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞは「Cheer Tohoku」ﾌﾟﾛｼﾞ

ｪｸﾄと称して、ﾂｲｯﾀｰに被災者への応援ﾒｯｾｰｼﾞを書き

込む様、世界のﾛｰﾀｰｱｸﾀｰに呼び掛けています。当ク

ラブの義援金は現在４２万円程ご協力を頂き、理事

会にてｸﾗﾌﾞ基金より出金をさせて頂き100万円とし

てガバナー事務所へ送金いたします。 

「豊高たより」に掲載された板木さんのベルギー

便り回覧いたします。ピロン君の件は６月に閉講式

が予定されていますが、来日が困難な場合はスカイ

プを利用して行う予定です。4月 10 日には日本青少

年交換研究会が緊急の青少年交換委員長会議を開

催、来年度のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑをいかに進めるか？特に 2011

～2012 年度の受入を主題に検討するとの事です。 

本日の例会は第５回ｸﾗﾌﾞ協議会です。四大奉仕委

員長にはこれからの事業を含めて総括的に進捗状

況の報告をお願いします。又、よい機会ですので地

区委員の方々も報告お願いいたします。 

 

■■■幹事報告        関谷永久幹事 

第 12 回臨時理事会報告 

＜協議事項＞ 

1.地雷で被害を受けた子たちへの支援一人 1000円     

2.東日本大震災義援金の送り先について  
 総額 100万円は 2570地区ガバナー事務所振り込    
3.5月プログラムについて              
＜報告事項＞ 

会員事業参加費より： 財団使途指定（ポリオ）  
 一人 25ドル 2000円  
クラブ食事費より： 財団パーマネントファンド

一人 10ドル 800円 
 地区に送金しました。 
 

■■■回覧、配布物 

① ガバナー月信 第 10 号 
② ロータリーの友 4月号 
③ 他クラブ週報＆例会変更・中止のご案内 
④ 東関東大震災及び地区大会中止のお知らせ 
⑤ 国際Ｒ第 2570 地区職業奉仕部門報告書 
⑥ 派遣学生 3月次報告書 
⑦ 週報 34,35 号   
    

 当番 内 容 

5 日  法定休日 

12 日 間野 
会員卓話 パスト会長 

摂田会員、山根会員      

19 日 水村 
講師卓話 地区社会奉仕委員 

(アイバンク担当)花家孝之様 

26 日 宮崎 杉山会員のお祝い（夜間）予定
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■■■委員長報告 

雑誌委員会           友野政彦委員長 

 横組み 28 頁に第 2570,2770 地区がホストを担当

して 2/11～12 に、さいたま市で開催された第 23 回

全国ﾛｰﾀｰｱｸﾄ研修会の記事が載ってます。日本で最

初に出来たﾛｰﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞは当地区の川越ローターア

クトクラブです。 

プログラム委員会              西山祐三委員長 

表記の通り５月プログラムのご案内をします。 

環境保全委員会         諸井克彦委員長 

 前回も申し上げましたが、4月 10 日の加治丘陵の

保全活動を延期させて頂きます。改めましてご報告

いたします。 

 新世代部門委員会             滝沢文夫委員長 

派遣学生の板木さんの月次報告を回覧いたしま

したのでご一読下さい。 

宮寺成人会長エレクト 

 4 月 24 日に地区協議会が「ものつくり大学」で一

日、開催されますので宜しくお願い致します。 

■■■ 第５回クラブ協議会 ■■■ 

クラブ奉仕委員会      吉永章子委員長 

 １１の各委員会は活動方針に副って計画も順調
に進み充実させ機能を効果的に上げつつあります。

計画停電の為、会場変更等がありました例会プログ

ラムも残り僅かになってきています。又、会員相互、

家族を巻き込んだ親睦活動も近場で楽しめました。

会員増強がもうひと頑張りの状況です。皆様のご協

力を切にお願い致します。 

2570 地区米山奨学部門出向、米山奨学推進委員と

して出させて頂きました。この部門は米山奨学推進

委員会と米山奨学学友委員会があり、どちらも年間

スケジュールに沿った仕事と学生のお世話をしま

す。違う事は米山奨学推進委員会は学生採用に関与

します。又、１０月の卓話月間では学生の引率で他

クラブを訪問し、米山の内容をご理解頂き寄付の協

力を募ります。若い息吹の中で楽しみながら責任あ

る仕事をさせて頂きました。 
職業奉仕委員会            加藤国夫委員長 

職業をとおしてより良い奉仕活動につとめるを

スローガンの基に、高校生社会体験活動、四つのテ

スト唱和、職業奉仕月間に講師卓話。この 3  点を
活動計画に6月に職業奉仕委員会の家庭集会を開き、
協議・話し合いをしましたが道半ばで終わりそうで

委員会並びに会員皆様には申し訳なく思っており

ます。 
社会奉仕委員会       松井秀男委員長 

①ＬＥＤ防犯灯設置 40 基 約 100 万円    

扇町屋第二区、豊岡第三区、北六区に各 10 基、

南六区、東金子に各 5 基、計 40 基の設置を２月

迄完了。設置費用 5,000 円／台のうち半額は市負

担、半額は自治会負担。来年度は地域交流研究会

を通じての設置も検討予定です。Ｒ財団から補助

金 176,000 円を頂き実施できました。 

②月桂樹移植約６０鉢予定 米山記念館より移植し

ている桂樹が諸井会員のお世話により今年8月配

布。来年度の事業として配布予定です。 

③看板は大震災の義援金等があり、今年度実施は難

しいと判断、来年度に撤去あるいは補修予定 

④その他として4月に予定していた加治丘陵保全活

動は延期、地区全体で行うロータリーの森保全活

動に関しては 5/12 に実施予定です。 

国際奉仕委員会       齋藤栄作委員長 

 新世代部門委員会ではピロン君が地震の影響で

ベルギーに帰国し、板木さんからは手紙が届いてお

ります。世界社会奉仕委員会では書き損じハガキの

回収袋を作成し皆様に、ご協力を願っております。

ロータリー財団委員会では寄付の目標を達成する

ともに LD 防犯灯については補助金を頂きました。

米山奨学委員会では寄付に協力していただくと共

に、コチャワン・パッタマーさんが今年度で終了し、

来年からは山岸カウンセラーのもと、リーさんを受

け入れる事に決定しております。 

地区役員としては2010-2011年社会奉仕委員会に、

現在第一グループのガバナー補佐の金子圭典さん

より強くお誘いを受け、いかせて頂いております。

2011-2012 年も同様に社会奉仕委員会に出させて頂

く事になりましたので宜しくお願いします。来年の

地区役員予定者の方々を見ますと若い方々が多い

ので大変勉強になるのが地区ですので１００％出

席でがんばりましょう。 

Ｒ財団推進・補助金委員会   細淵克則委員 

 Ｒ財団への寄付金は使途指定寄付金(ポリオ)、年

次寄付金(会員の皆様の寄付)、恒久寄付金(貯蓄資

金)です。2007 年の規定審議会で「ﾛｰﾀﾘｰ財団の使命」

が改定されました。｢未来の夢企画｣に向け、Ｒ財団

プログラムも此処2,3年に掛けて廃止されるプログ

ラムが数多くあります。 

諮問委員会          石川嘉彦委員 

 世界から日本国民の尊厳と高潔性が称賛されて

います。被災地区の人々の美事な対応に自国民も胸

を打たれています。国難に当たって日本人が示して

いる「思い遣り」が我々ロータリアンにも衝撃を与

えています。ロータリーは今、日頃自己研鑽してい

る奉仕力を試されている事を思われてなりません。

世の中で、最も理念の高い奉仕実践集団であること

が確かに試されています。 
 

＜出席報告＞      宮崎正文出席委員長 

会員数 出席数 出席率 前回修正率

43 名 29 名 70.7％ 84.6％ 

 ＊事前欠席連絡 7名 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞     粕谷康彦ＳＡＡ 

石川嘉彦君、山岸義弘君、斎藤福太郎君、宮寺成人

君、友野政彦君、岩崎茂君、吉永章子君、西山祐三

君、忽滑谷明君、吉沢誠十君、滝沢文夫君、齋藤栄

作君、間野尚君、森田英郎君、山 畑雅廣君、細淵

克則君、宮崎正文君～加藤さん写真ありがとうござ

います・被災者ガンバレ。松井秀男君～妻へのバー

スデイプレゼントありがとう。 
   本日¥57,000      累計¥807,000 

会報委員会（水村 滝沢 宅見）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■2010-2011ＲＩ会長：レイ・クリンギンスミス          ■ＲＩ第 2570 地区ガバナー：西川 武重郎 

■会長：山岸 義弘 幹事：関谷 永久 会報委員長：水村 雅啓  ■当番：晝間 和弘 

 

 
 
 
■■■会長の時間       山岸義弘会長 

一昨日ガバナー事務所より「ガバナーノミニー

承認」のＦＡＸを受信いたしました。これは本来

ならば地区大会で決議案等とともに承認をいた

だく予定でしたが、大会中止のため書面にての承

認とさせて頂くとの事です。改めてご紹介いたし

ますが、本年度地区世界遺産登録推進委員長の吹

上 RC（1994～1995 会長）鈴木秀憲さんです。ご

職業は自動車分解整備事業、タクシー、観光バス

等を経営されています。ご承認いただければ、入

間ＲＣとして承認の回答をと考えております。も

うひとつ大会関連で、中止に伴い本来 RI 会長代

理として出席予定の黒田正宏 2009～2011 年度 RI

理事より挨拶及び現況報告が届きましたので、本

日皆様のﾒｰﾙﾎﾞｯｸｽに入れさせて頂きました。 

○世界的にはＲＣのある国家数、クラブ数、会

員数すべて増加しているが、アメリカと日本が

減少傾向にある  

○女性会員も着実にのびているが、世界では約

１６％ 日本では 4.5％である。 

○ＲＩ理事会は１９名で構成され、これにエド.

フタ事務総長が幹事役として加わっている。そ

の事務総長は今年度末に引退する。日本からは

理事２名 

○イリノイ州エバンストンの世界本部では現在

約６００名の職員がいる。他の事務局はＲＩ日

本事務局を含めて、世界に７ｹ所ある。 

○その他 財務 財団、米山記念奨学会、国際

大会に触れ最後に纏めとして述べられていま

す。是非ご一読ください。     

又、同じく黒田ＲＩ理事が「地震津波災害、日

本のロータリアンからの報告」と題して、国際ロ

ータリーニュースに４月８日付の投稿記事が掲

載されていました。英語から翻訳されたもので、

これも回覧いたします。 

明日予定されていました狭山 RC の創立４５周

年記念式典は中止となりました。昭和４１年４月

１０日に航空自衛隊入間基地で認証状伝達式が

行われ、特別代表が杉山会員でした。前年度に第

６代目の会長に就任、翌年に特別代表で、そのと

きの会長が後のガバナーの繁田正一様、幹事が斉

藤金作会員です。４５年前のことです。正に杉山

会員には昭和３４年の創立以来５０数年の永き

に亘ってこの入間 RC をささえて、ご指導をいた

だいております。先日もお話させていただきまし

たが、今回の大震災に際しても、「入間 RC は埼玉

県内 3番目のｸﾗﾌﾞなんだから、率先して義援金を

集めるなりして、他ｸﾗﾌﾞの範になるように」とあ

りがたいお電話をいただきました。歴史と伝統あ

る入間ｸﾗﾌﾞの会長として、身の引き締まる思いを

感じました。4月２２日にめでたく 100 歳を迎え

られる杉山会員のお祝いの例会として、4月の第

一例会を夜間例会として、開催させていただく予

定でしたが、諸般の事情により、今回昼の例会で

させていただきます。今後の原発の状況にもより

ますが、改めての、お祝いのための夜間例会は５

月２６日の例会で開催する予定です。宜しくお願

いいたします。 

 
■■■幹事報告        関谷永久幹事 

1.ネパールの貧しい子ども達に学費支援の件  

さいたまユネスコ協会 奨学支援一口年額

8600 円並びに一口 1000 円からの学校建設支援 

2.4/24 地区協議会 ものづくり大学 9：30～ 

3.5/13 入間市暴力排除推進協議会総会 

4.5/28 入間市環境街づくり会議総会   

    

■■■回覧、配布物 

① ネパール奨学里親申込み確認 
② 国際交流 NEWS Ｎｏ.７６ 
③ 地震・津波災害 日本のﾛｰﾀﾘｱﾝからの報告 
④ ハイライトよねやま 133 
⑤ 環境まちづく会報 Vol．21 
⑥ 飯能ロータリークラブ 45 年史 
⑦ RI 会長代理挨拶と RI 現状報告 
⑧ [ロータリーの森]奉仕活動について 
⑨ 入間ＲＣ出席状況表 
⑩ 週報３６号 
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■■■委員長報告 

世界社会奉仕委員会     晝間和弘委員長 

ネパール奨学里親制度が昨年に引き続き本年

も行われます。ネパールの貧しい子ども達に温か

いご支援、ご協力宜しくお願い致します。お願い

申し上げます。 

＜出席報告＞      宮崎正文出席委員長 

＊事前欠席連絡 3名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

杉山定太郎会員・明治 44 年 4 月 22 日生まれ 

 

齋藤金作会員より御祝のことば 

杉山さんは我がロータリクラブ創設の中心人

物としてご努力され、6代目の会長になられてか

ら直ぐに狭山ロータリークラブをお創りになる

等、ご苦労されたと考え

ております。 

長寿とは大変なことで御

家族皆様の周りの気遣い

と、ご本人の努力と資質

(DNA)に恵まれて此処ま

で自然に到達されたと考

えております。杉山さん

の字引の中には確かに無

い漢字があると思います。

「老、耄(もう・90歳 耄

碌)、耋(てつ・80歳に至る)」などがあり、反対

に杉山さんと縁の深い漢字は茶(108歳)、皇(111

歳)があり、ここに至る迄元気でいられる人だと

思います。又、もう中国の蓬莱山の仙人から不老

不死の薬を貰ったのではないかと確信しており

ます。会長、親睦委員会からの推薦もあり今日は、

これからもいつまでもお元気で羽ばたいて頂き

たいという願いを込めて誠心誠意、書かせていた

だきました「書」をお持ちいたしました。 

本当におめでとうございます。 

 

 

 

 

 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞    粕谷康彦ＳＡＡ 

杉山定太郎君～100 歳を健康に迎える事ができ
ました。山岸義弘君、宮寺成人君、加藤国夫君、

岩崎茂君、粕谷康彦君、齋藤栄作君、関谷永久君、 
吉永章子、斎藤福太郎君～杉山さん 100歳おめで
とうございます。 

本日 ¥37,000  累計 ¥844,000 
 

 

 

 

 

 

石川嘉彦会員より御祝のことば 

杉山定太郎会員 百歳おめでとうございます！ 

私がお祝辞を申し上

げることは僭越です

が入間クラブ出身の

パストガバナーとし

て第 2570 地区を代

表してお祝いを申し

上げます。杉山様は

入間クラブチャータ

ー以来、地区には大

変ご貢献されました、

米山奨学会 R 財団

はもちろんの事温厚なお人柄で温かく周りを見

てくださいました。本来はこのお祝辞は我らが誇

る名ガバナー繁田正一様にしていただきたかっ

たのですが、昨晩天国から電話がありまして丁重

にお祝いを申し上げるようにとのことでした。杉

山様とはもう一つご縁があり、私がまだロータリ

ー入会前に私の法人が組合健康保険（不二ボイラ

ー、杉山チェーン、横川航空電子、豊岡興業 4社

の独立健保）に加入しておりその時の理事長を永

年お務めになられました。政府管掌健康保険は赤

字決算ですがこの組合健保は健全な黒字決算の

健保として注目されていました。ロータリー・ク

ラブに入会（1980 年）後は毎週杉山理事長にお

目に掛かれる事に感動をしました。杉山様の年齢

は確かに 100 歳ですが他の方々と違いまさに青

年でございます。

これからの益々の

ご活躍とご健勝を

心より祈念申し上

げ御祝いの辞とさ

せていただきます。 

 

会員数 出席数 出席率 前回修正率

43 名 34 名 82.9％ 85.0％ 

会報委員会（水村 滝沢 宅見）

■■■杉山会員 100 歳御祝■■■

100 歳を迎えましてお祝いをいただきありがとうございます。15 歳から一家を支えて努力に努力を重

ねて自転車チェーンの小さい工場から始め、今ではアメリカ５割・ヨーロッパ３割に輸出するまでに

なりました。物を作るのが大好きで、これからも新しい機械を開発して会社を作ろうと思っています。

                  最後に杉山定太郎会員から元気なご挨拶を頂きました。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■2010-2011ＲＩ会長：レイ・クリンギンスミス          ■ＲＩ第 2570 地区ガバナー：西川 武重郎 

■会長：山岸 義弘 幹事：関谷 永久 会報委員長：水村 雅啓  ■当番：細淵 克則 

 

 
 
 
＜ビジター・ゲスト＞ 

(株)NTT ﾄﾞｺﾓ モバイル社会研究所  

担当部長      篠崎俊哉様 

 

■■■会長の時間       山岸義弘会長 

先週の土曜日に第３Gの会長幹事会が開催され

ました。IM については、現在 DVD を作成中で、

終了後決算をしますが、残金１７万円程度となる

ので R財団に寄付をいたします。 

 地区大会中止に伴い、改めて６月１１日に地区

会合を地区役員及び会長幹事の出席で行う予定

です。地区青少年交換委員会より、本年８月より

２５７０地区では３名の派遣は決定しているが、

その翌年の派遣候補生を募集しています。締め切

りは６月３０日なのでと、協力要請あり。本年度

及び来年度は交換でなくて、派遣のみで受入なし

で実施する方針です。全国で１８３名の交換留学

生は１５名を残して全て帰国済みである。最後に 

震災への対応が各クラブより発表ありました。 

地区大会中止による地区会合の正式な案内があ

りました。6月１１日午後３時より志木市民会館

で開催、地区委員の方にはそれぞれ個別に案内が

あるのか思いますが、出席依頼はクラブ会長幹事

（会員数６３名以上のクラブは３名まで）となっ

ております。５時までの２時間で一通りの案件の

報告、承認、決議案の採択、感謝状の贈呈、各委

員会、奉仕部門報告が行われる予定です。その後

５時より懇親会が開かれます。模様につきまして

は、後日報告いたします。 

いよいよ今週末の２４日日曜日には地区協議

会が開催されます。宮寺年度がスタートすること

になります。近年ＲＩ及び地区は、継続性のある

長期計画の重要性を強調しています。本年度とし

ても、スムーズに発展的に引き継ぎができるよう、

心掛けています。 

先日石川 PG より、３つの資料をいただきまし

た。ひとつは建築家ヴォーリズと武蔵豊岡教会の

講演会のご案内、これは市の教育委員会の後援も

いただいております。是非お出かけください。 

あとは新聞のコピーですが、国際ロータリーが、

被災直後に支援したシェルターボックスの記事

と２５７０地区が 1000 万円の義援金を県に寄贈

した時の記事です。 

昨年の規定審議会の議決をうけて、定款と細則

の変更を行う予定です。定款は規定審議会によっ

てのみ改正できるとのことで、そのまま採用する

のが原則ですが、細則はクラブの裁量に任されて

いる余地がありますので、先週今週にかけて３回

会合を重ねて検討をいたしました。特に委員会の

条文が含まれますので、次年度の宮寺会長ｴﾚｸﾄ、

加藤幹事ｴﾚｸﾄ、三回目には吉永会長ﾉﾐﾆｰも参加い

ただき、意見をいただきました。これに関しては、

次回例会前に臨時理事会を開催させていただき、

理事の皆様にご理解をいただきながら、最終的に

は、5月１２日の例会で、ご審議をいただきたい

と考えておりますので、宜しくお願いいたします。 

本日の卓話はどんどん進化する携帯電話のお

話です。判らないことも沢山ありますので、楽し

みにしています。宜しくお願いいたします。 

 

■■■幹事報告        関谷永久幹事 

1. 会長幹事会が 4 月 16 日開催されました、12
各クラブが震災の対応に付いて取り組みを発

表されました、 

2. 地区会合が 6月 11 日に志木で開催されます、
会長、幹事出席 

3. 横綱白鵬の手形を回覧しまし
た、杉山会員のお孫さんの仕

事の関係で戴いたとの事です。 

4. 文化遺産の武蔵豊岡教会と建
築家ヴォーリズについて講演と対談が 5 月 8

日に黒須公民館にて開催されます。 

5. 5 月のロータリーレートは 1 ドル 82 円です。 

 

■■■回覧、配布物 

① ネパール奨学里親申込み確認 
② 5/26 夜間例会(杉山会員 100 歳御祝)出欠席 
③ 東日本大震災について 国際Ｒ第 2570 地区 
④ 他クラブ週報・例会変更 
⑤ 週報３７号 
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■■■委員長報告 

ロータリー美術館委員会   岩崎茂委員長 

 今期の美術館めぐりが決定いたしましたので

ご報告いたします。6/2 国立西洋美術館(上野)で

のレンブラント展を皆で観に行きたいと思いま

す。親睦委員会との合同によるものですので、鑑

賞したあと東天紅での美味しい食事を楽しんで

いただく企画となっておりますので、多くのメン

バーさんのご参加お待ちしております。 

宮寺成人会長エレクト 

 4/24 の地区協議会へは小型バスで行きますの

で、山岸会長の自宅駐車場前に 8:15 に集合 8:20

に出発予定を組んでおりますので、ご協力宜しく

お願い致します。 

 

 

 

「ケータイの歴史としくみ」 

 篠崎俊哉様 
 

最初に西山会員よ

りご紹介がありまし

た。モバイル社会研

究所は 2005 年にド

コモの中に創られ、

社会的に携帯が影響

を与えるのかを研究

している組織で担当

部長をされています。 

 

本日は携帯の歴史を振りかえりつつ、先日、発

生しました大震災の時に何故携帯が繋がらなか

ったのか、又どの様にしたら繋がりやすくなるの

かのお話をしたいと思います。 

携帯が始めて世の中に出たのは大阪万博で展

示されたのがルーツでして、新聞では「未来電話」

と紹介されました。万博から九年後の 1979 年に

持ち運び式の自動車電話が携帯の始まりでした。 

 第一世代のアナログ方式から第二世代のデジ

タル方式になり、新規参入社を公募した事により、

更にコストを下げ料金も安くなり、1999 年にｉ

モード、最近は生活支援も盛り込まれ、此処 10

年で皆が使うようになりました。今は電話もＴＶ 

＜出席報告＞      宮崎正文出席委員長 

 ＊事前欠席連絡 2名 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞     粕谷康彦ＳＡＡ 

杉山定太郎君～誕生祝。石川嘉彦君～復興まで一

緒に居ますよ。山岸義弘君～後藤さん完治して良

かったですね。西山祐三君～篠崎様お忙しいとこ

ろありがとうございます。宮崎正文君～4/28,5/12
の例会欠席しますので宜しくお願いします。忽滑

谷明君、間野尚君～早退致します。     
本日¥16,000      累計¥860,000 

 

 

 

電話も、メールも、インターネットも使えて、音

楽も聴けて、カメラにもビデオにもなって、テレ

ビも見れて、クレジットカードにも、クーポン券

にも、通勤定期にもなる。ＧＰＳも付いているか

ら、地図にも、カーナビにもなり手の中にパソコ

ンが入った第三世代になりました。 

今回の災害では、13000 基地局のうち 6000 局

が津波に遭い使用できなくなり、通信が込み合い

繋がり難くなりました。災害時には通話よりメー

ルやｉモードの方が繋がりやすい仕組みになっ

ておりますので是非ご利用下さい。 

 
 

 又、災害伝言板(音声伝言板と iモード伝言板)

に予め登録しておけば、グループにメールが飛ぶ

ようになっておりますので活用お願い致します。 

 

会員数 出席数 出席率 前回修正率

43 名 38 名 88.4％ 75.6％ 

会報委員会（水村 滝沢 宅見）

■■■ 講 師 卓 話 ■■■ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■2010-2011ＲＩ会長：レイ・クリンギンスミス          ■ＲＩ第 2570 地区ガバナー：西川 武重郎 

■会長：山岸 義弘 幹事：関谷 永久 会報委員長：水村 雅啓  ■当番：松井 秀男 

 

 
 
 

＜ビジター・ゲスト＞ 

狭山警察署 署長       中曽根貞夫様 

 

第 2570 地区第 3 ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 磯田力彦様 

  3/5 のＩＭでは沢山のご参加

頂きありがとうございました。

其れから六日後に大震災が起

き、その後の地区大会が中止と

なりました。西川ガバナーの無

念を感じて残念で仕方ありま

せん。 6/11 の地区会合で思い

のたけを語って貰えればと思

っております。 

 

浅見仁一郎夫人        浅見八重子様 

 主人は 30 歳の時にﾛｰﾀﾘｱﾝと

して入会させていただきまし

た。その時私は 25 歳と若かった

ものですから皆様からお慈しみ

頂きました。黄泉の国へ旅立ち

ましたが、男として頑張った一

生は私の脳裏に刻みついて忘れ

る事が出来ません。長い間のご

厚情に感謝して御礼の言葉とさせて頂きます。

ありがとうございました。 

■■■会長の時間       山岸義弘会長 

大震災より４０日以上が経過し、各クラブでは

様々な動きがあります。入間南クラブでは、狭山

ヶ丘高校のｲﾝﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞの学生さんと、所沢駅前

で、震災対応のあしなが育英会への寄付の募金を

先週先々週の土日に行ったそうです。澤田会長は、

「最初は一般の人の反応はとても良かったが、二

週目には２００人に一人位の協力になってしま

って、復興には永い期間がかかると思うが、少し

心配だ。」と話していました。ガバナー事務所よ

り、東日本大震災被災地訪問報告が地区社会奉仕

部門の西澤孝夫委員長より届きましたので、ご案

内いたします。「越生毛呂ＲＣのメンバーの宮寺

守正さんが全国仏教会の青年部理事長として、東 

北の被災地にボランティアとして行って来まし 

 

た。彼は今回 4回目で今回は岩手県の陸前高田の

避難所で、こちらから持って行ったお茶、コーヒ

ー、お菓子、果物、他を避難所の皆さんにふるま

ったり、お話し相手となったりの活動をしてきま

した。これからまだまだ復興までには時間が掛る

と思いますので、これからロータリアンがクラブ

単位でも社会奉仕として活動していける様、ボラ

ンティアをする人たちとの接点としての窓口を

付けてきたとの事です。連絡なしではボランティ

アとしての行動は難しいと思います。今後とも形

態は様々ですが永い支援が必要だと考えます。 

 本日臨時理事会を開催いたしまして、昨年の規

定審議会での決議に伴う、定款細則の改正につい

て、理事の皆様にご説明し、ご理解を深め、又ご

意見を頂きました。結果原案通りで、先立ちまし

て、昨日４回目の定款細則の見直しをいたしまし

た。メンバーは宮寺エレクト加藤次年度幹事吉永

ノミニーです。定款は標準ＲＣ定款が手続要覧に

記載されておりますので、そのまま採用いたしま

すが、細則に関しましては、定款及びＲＩの定款

細則に反しない範囲でクラブの裁量にまかされ

ているところがあります。今後のクラブの委員会

構成等でいろいろと検討をさせていただきまし

た。結果、定款では、４大奉仕から５大奉仕とな

り、新世代奉仕が加わりました。同部門にはｲﾝﾀ

ｰｱｸﾄ、ﾛｰﾀｰｱｸﾄ、青少年交換等の委員会が考えら

れますが、当クラブでは、青少年交換以外は現在

実施しておりませんので、現行のまま、新世代部

門委員会があれば、その機能をはたせるとの判断

で、委員会構成は一切変更なしとの判断をいたし

ました。従って細則の変更点の概略は、第一条に

定義を追加いたしますので、条数の変更入れ替え

等はありますが、他は推奨ﾛｰﾀﾘｰ細則の条文の変

更のみになります。従来の８条委員会、９条委員

会の任務に関しましては、それぞれ９条、１０条

になりますが、一切変更ありません。今後に残さ

れた検討課題はＣＬＰの導入の可否に伴い、導入

のときには、大幅に改正する必要があるとおもい

ます。ちなみに、推奨ﾛｰﾀﾘｰ細則は 2007 年の手続

要覧よりＣＬＰ対応の条文で記載されています。
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５月１２日の第一例会のときに皆様に審議をい

ただきますが、規定により１０日前に各会員に郵

送されていなければならないことになっており

ますので、本日出席会員の皆様には配布させてい

ただきましたので、宜しくお願いいたします。 

■■■幹事報告        関谷永久幹事 

＜協議事項＞ 

1.当クラブ定款の変更について      

ＲI 規定審議会の規定改正に伴い抵触する箇

所について変更を行った。 

2.当クラブ細則の変更について 

定款変更に伴い抵触する箇所について変更                 

＜報告事項＞ 

1.地区の西沢社会奉仕部門委員長より今後各ク

ラブにて震災の被災地にボランテイア活動さ

れる場合事前に連絡先にアポしてから行う事

連絡先はクラブ事務局に問い合わせて下さい。 

■■■回覧、配布物 

① 入間ロータリークラブ定款 
② 入間ロータリークラブ細則（案） 
③ 学友会ニュース 4月号 
④ 6/2 日帰り美術館出欠席 
⑤ 5/26 夜間例会(杉山会員 100 歳御祝)出欠席 
⑥ 被災地訪問報告 2570 地区社会奉仕部門 
⑦ 武蔵野音楽大学コンサートカレンダー 
⑧ 他クラブ週報・例会変更 
⑨ 週報３８号 
 

 

「最近の治安情勢」   中曽根貞夫様 
最初に齋藤栄作会員

よりご紹介がありまし

た。狭山警察署は開署

して、今年で５７年に

なり、署員 270 名・8

課 27 係・12 交番 1駐在

所で、その第３８代目

署長に昨年の３月に就

任されました。 

狭山警察署の特徴と

して、40 歳未満の署員が 60%以上であり、非常に

若い警察官が多く運営重点として、若手警察官の

早期育成を掲げて取り組んでいるところです。 

次に署管内の犯罪情勢について申し上げます。

昨年 1 年間の被害届などで警察が認知した犯罪

発生件数は、4406 件で、一昨年と比較して 107

件、率にして 2.5%増加しております。昨年の狭

山警察署の特徴として、罪種別では強制わいせつ、

車上狙い、自動車盗が増加いたしました。特に強

制わいせつは帰宅途中の若い女性を狙った悪質

な犯罪であり、昨年より 5 件多く 14 件発生して

おり、性犯罪取締りプロジェクトチームを立上げ

るなどしております。この種の事件は薄着になる

時期頃からの発生が多数傾向にあり、若い娘さん

を家族にもたれる方は、深夜の一人歩きをさせな

い事や防犯グッズを持たせる事、家族が迎えに行

くなど心掛けて頂くとともに、ご本人には歩きな

がらの携帯電話やメール交換あるいは音楽鑑賞

などは厳に控える様、注意 喚起をお願いします。 

 車上狙いについては、一昨年と比較すると約倍

増し県内ワースト１位を記録してしまいました。

本年は散発的に発生し、これまでの発生は昨年に

比較するとほぼ半減した状態にあります。しかし

ながら高水準で推移しており、短時間で被害に遭

うことが多いので、車内には貴重品を置かないな

ど自動車の管理には十分注意を払って下さい。 

一方、本年の当署管内における罪種別の特徴は、

自動車盗、オートバイ盗、部品狙い(バッテリー・

タイヤ・カーナビ等)が増加傾向にあります。 

次に振り込め詐欺ですが、本日現在、県内の発

生件数のワースト１位は西入間警察署、2位が川

越警察署となっており、全体的に埼玉西部方面が

狙われている感があります。又、東日本大震災の

混乱に乗じた悪徳商法も予想されますので、充分

にご注意をお願いします。(リホーム業者を名乗

り不安をあおり必要のない契約させる・水質検査

を口実に高額の浄水器を売る・義援金を募る等) 

最後に交通事故情勢について申し上げます。昨

年、埼玉県では県内の交通事故死者数を 200 人以

下に抑えようと「セイフティプラン200」を掲げ、

行政、関係機関団体の皆様のご協力によりまして

198 人という目標を達成いたしました。本年は、

昨日まで死者 1人、人身事故 520 件、前年同期に

比較して件数で 55 件、率にして 9.6%の減少で推

移しています。事故の特徴としましては、自転車

に関係する事故が多発しており、自転車の通行方

法等について指導を強化する事にしております。 

又、東日本大震災に伴う計画停電では、人身事故

2 件、物損事故 3 件が発生しましたが、幸いにも

軽症で済み重大事故はありませんでした。 

安全で安心な街づくりには、警察だけでは到底

なしえるものではありません。今後におきまして

も皆様方の更なるご理解ご協力を賜りますよう

お願い申し上げます。 

＜出席報告＞       齋藤金作出席委員 

 ＊事前欠席連絡 9名 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞   加藤国夫代理ＳＡＡ 

磯田力彦様～四回目の補佐訪問に参りました 宜
しくお願い致します。浅見八重子様～多数の方に

お手伝い頂きありがとうございます。長い間主人

がお世話になりました。石川嘉彦君～Hope for 
Japan 東北ガンバレ。山岸義弘君、齋藤金作君、
平岡達也君、吉永章子君、細淵克則君、岩崎茂君、

齋藤栄作君、後藤賢治君～磯田様ようこそ、中曽

根様本日は卓話宜しくお願い致します。   
本日¥22,000      累計¥882,000 

会員数 出席数 出席率 前回修正率

43 名 27 名 64.3％ 82.9％ 

■■■ 講 師 卓 話 ■■■ 

会報委員会（水村 滝沢 宅見）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■2010-2011ＲＩ会長：レイ・クリンギンスミス          ■ＲＩ第 2570 地区ガバナー：西川 武重郎 

■会長：山岸 義弘 幹事：関谷 永久 会報委員長：水村 雅啓  ■当番：間野 尚 

 

 
 
 
＜今月のお祝い＞  

会員誕生日 諸井克彦君   

夫人誕生日 
晝間典子様 忽滑谷理恵子様 
細淵理恵様   

結婚記念日 
大野賢次君 細淵克則君 
西山祐三君 平岡達也君 

 

＜ビジター・ゲスト＞ 

ロータリー財団国際親善奨学生候補 工藤聖彦様 

 私が入間ロータリー

クラブにお世話になっ

て早いもので一年が過

ぎました。6/18 に最後

のオリエンテーション

があり、これを無事に

終えますと正式に国際

親善奨学生になります。

其れと同時に 6 月下旬

に留学を希望していま

すドイツのデトモント

音楽大学の入学試験を

受ける事になっており、その準備で大変です。 

今週の日曜日、飯能の市民会館でマリンバの演

奏をいたしますので、宜しかったら入らして下さ

い。今後ともよろしくお願い致します。 

 

米山奨学生 武蔵野学院大学三年  李 宝雲 様 

皆さんこんにちは！

中国の大連から来まし

た米山記念奨学生です。 

武蔵野学院大学の国際

コニュニケーションで

中日の文化・商業ビジ

ネスの勉強をしていま

すので、お互いに交流

しながら国際的な仕事

に役立つ人になれたら

と思っております。こ

れからご指導・ご協力宜しくお願い致します。    

■■■会長の時間       山岸義弘会長 

本日はじめて、例会に出席の米山奨学生の李宝

雲さんですが、カウンセラーを私がさせていただ

くことになりました。宜しくお願いいたします。

先日 4/29 にカウンセラー会議がありました。

2570 地区では２６名うち３名は継続ですので、

新規の合格者は２３名です。４００名以上の応募

者の中から選考されました優秀な学生さんです。

おめでとうございます。期間は来年の９月までの

1年半です。学校は隣の狭山市にある武蔵野学院

大学で、中国の大連大学を卒業後、国際コニュニ

ケーションを専攻しています。 

元会員の宮岡常夫さまが、ご逝去いたしました。

宮岡様は昭和59年10月に入会その後入間南クラ

ブの設立に伴い移籍されました。青年会議所では

初代理事長を務められた方です。心よりご冥福を

お祈りいたします。  

米山奨学生カウンセラー会議の場では、様々な

レクチャーがありましたが、後半に２６名奨学生

全員の３分間スピーチがありました。７カ国フラ

ンス及び東南アジアからの留学生です。それぞれ

の留学生が、自分の研究課題に真剣に取り組み、

将来は世の中の役にたちたい、母国と日本の架け

橋になりたいと言っておりました。是非李さんに

も、米山奨学制度の意義を充分に理解して頑張っ

て頂きたいと思います。米山奨学金制度について

は、1952 年に東京 RC が構想を立案して当初はク

ラブ単独事業として始まった事業ですが、わずか

５年で世界に類を見ない日本のロータリー独自

の他地区合同奉仕事業になりました。初年度はタ

イからの留学生一名が東京大学農学部で学んで

います。現在では毎年約 800 名の留学生が採用さ

れ日本と世界とを結ぶ架け橋となる人材を育て

ています。奨学生累計は 16,000 名を超え、日本

各地に 30 の学友会が組織されており、ロータリ

ーの理想とする国際交流・親善に貢献しています。 

ゴールデンウィークも終了し、この時期になる

といろいろな団体の会合総会がおこなわれます。

今週の月曜日から昨日までの三日間に４箇所の

会合に RC 会長として出席してまいりました。春
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の交通安全運動の出陣式がありました。総会が、

入間市観光協会、入間市交通安全対策推進協議会、

入間市市民憲章推進協議会の３団体、そのなかで、

市民憲章推進協議会の総会では、市民憲章の実践

に功績のあった市民．団体の表彰が行われました。

分野は社会奉仕．自然保護．環境美化．青少年の

育成とあり、それぞれ個人．団体で表彰されてい

ました。RC として社会奉仕を運動の一つとして

掲げておりますが、なかなか具体的な運動を探せ

られていないのが現状です。今後は地域のニーズ

を深く掘り下げて、クラブにあった社会奉仕活動

を模索する必要があるのかなと感じました。 

昨日は宮寺年度の第１回クラブ協議会が開催

され、次年度の RI 会長、ガバナー、会長のそれ

ぞれの方針、各委員会への具体的要望事項等が発

表され、活発な意見交換もあり、充実した会議が

もたれました。 

 

■■■幹事報告        関谷永久幹事 

第 14 回理事会報告 

 ＜協議事項＞ 

1.例会出席の服装について 

5 月より 10 月迄クールビズの軽装可    

2.入間市観光協会年会費 10000 円 

同国際交流協会年会費 5000 円 

3.杉山会員の当クラブなどに多額の浄財をして

戴いた記念として物品の購入の件。 

   事務局の経年化したエアコンを購入する 

＜報告事項＞ 

5/28 入間市環境まちづくり会議総会 

6/3 リーダーシップ研究会説明会 

6/11 地区会合 

6/12 米山学友総会、新奨学生歓迎会  

6/18 現新会長幹事懇親会 

 

■■■回覧、配布物 

① ガバナー月信 第 11 号 
② ロータリーの友５月号 
③ 派遣学生４月次報告書 
④ ＲＬＩ説明会の開催 
⑤ 第 23 回全国ローターアクト研修会御礼 
⑥ 5/26 夜間例会(杉山会員 100 歳御祝)出欠席 
⑦ 6/2 日帰り美術館出欠席 
⑧ 風評被害への協力お願い・いわき平中央ＲＣ 
⑨ 武蔵野コンサート 武蔵野音楽大学同窓会 
⑩ 他クラブ週報・例会変更 
⑪ 板木麻耶さんからのお便りとチョコレート 
⑫ 週報３９号 
 

■■■委員長報告 

会員増強委員会       忽滑谷明委員長 

 入退会者数の現況ですが、入会者１名、退会者

3名(先日亡くなられた浅見仁一郎会員含む)実質

２名減です。残り一ヵ月半、引き続き勧誘をお願

い致します。 

親睦委員会         吉沢誠十委員長 

 5/26 の杉山会員の御祝の会は 6 時半より、さ

くら草ホールでの夜間例会となりますのでお間

違いないようお願い致します。6/2 は上野の西洋

美術館でレンブラント鑑賞後、スカイツリーを見

ながらの東天紅での食事となっております。 

雑誌委員会         友野政彦委員長 

 横組み16頁より19頁にかけ大震災に対しての

ロータリークラブや学友の支援活動が掲載され

ています。又、37 頁からは第五の奉仕部門とな

る新世代への解説記事があり、ご一読下さい。 

環境保全委員会       諸井克彦委員長 

 4月に中止いたしました加治丘陵の保全活動を

6/12 に致しましたので宜しくお願い致します。 

国際奉仕委員会       齋藤栄作委員長 

 来週の 19 日は地区の社会奉仕・アイバンク担

当の委員長さんがお見えになっての例会です。例

会の前にアイバンクというものをお調べ頂けれ

ばと思います。 

新世代委員会         石川嘉彦委員 

 板木麻耶さんからお便りと一緒にチョコレー

トが届いております。もう一つチャーリーからメ

ールがきておりますので発表いたします。 

「皆様には大変お世話になりありがとうござい

ました。今年はもう行けませんが、来年の三月に

は青少年交換留学生としてではなく、日本のレス

トランに勤める為の来日を考えております。その

時には又皆様にお世話になると思いますので、よ

ろしくお願い致します。」と書かれていました 
 

宮寺成人会長エレクト 

定款・細則の変更の審議を行ったところ、様々な

意見がありました。結果、細則については、改め

て、宮寺会長エレクトを座長として「細則検討委

員会」を立ち上げ、検討する事にいたしました。  
 

＊本日はパスト会長の摂田会員、山根会員の卓話

を予定しておりましたが、定款及び細則審議の為

延期となりました。 

 

＜出席報告＞      宮崎正文出席委員長 

会員数 出席数 出席率 前回修正率

43 名 31 名 73.8％ 93.0％ 

 ＊事前欠席連絡 7名 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞     粕谷康彦ＳＡＡ 

石川嘉彦君～We are the one東北ガンバレ。山岸
義弘君、後藤賢治君～李さん、工藤さんようこそ。

石川山治君～李さん大連からようこそ・健康に注

意して頑張って下さい。岩崎茂君～レンブラント  
展には是非お出掛け下さい。間野尚君～昨年５月

１３日に入会させて頂いてから一年を迎える事

が出来ありがとうございます 今後共宜しくお願
い致します。関根靖郎君～早退致します。     

本日¥36,000      累計¥918,000 

会報委員会（水村 滝沢 宅見）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■2010-2011ＲＩ会長：レイ・クリンギンスミス          ■ＲＩ第 2570 地区ガバナー：西川 武重郎 

■会長：山岸 義弘 幹事：関谷 永久 会報委員長：水村 雅啓  ■当番：水村 雅啓 

 

 
 

 

＜６月プログラム＞ 

 

＜ビジター・ゲスト＞ 

第 2570 地区社会奉仕委員 (アイバンク担当) 

日高ロータリークラブ    花家 孝之様 

 

■■■会長の時間       山岸義弘会長 

前回の例会は、細則の改正の承認をお願いいたし

ましたが、時間が伸び、予定をしていましたパスト

会長の卓話が取れませんでした。摂田会員、山根会

員にはお詫び申しあげます。申し訳ございませんで

した。 

 ロータリーには特別月間がありますが、この５月

と７月はありません。「５月は次年度へのスタート

の準備をする期間」との位置付けかなとも思います。

そのような意味では、来年度に向けて、定款細則の

改正は、時期を得ているし、また時間を掛けて意見

交換をさせて頂いた事も、意義ある事と考えます。

改めて細則改定につきましては、細則検討委員会を

立ち上げて、その委員会にてご討議いただきますが、

簡単に今回の改正案の骨子のみを、この時間を借り

てご案内申しあげます。 

考え方の基本は以下の６項目でした。 

1.2009 年の細則検討時は 2 年前の 2007 年版の推奨

細則でＣＬＰ対応の条文であり、地区においても、

ＣＬＰ導入の是非をめぐる議論が活発に行われて

おりました。地区の対応も様々で 

2007～ 石川ＰＤＧ７部門 山畑年度 従来通り 

2008～ 真下ＰＤＧ５部門 岩崎年度 ＣＬＰ対応 

2009～ 加藤    ７部門 細淵年度 従来通り 

2010～ 西川Ｇ    ７部門 現年度  従来通り 

 

 

現入間の細則は 過去 5 回に亘り開催された CLP

検討委員会の後、最終案として作成したもの。の

記載があります。 

入間ｸﾗﾌﾞでは CLP は導入しないと結論を得ました。 

2.クラブ会長要覧に「クラブ会長の就任年度に備え

るため、クラブの細則の読み直し、改正する必要

がある。」の記載があります。 

3.現クラブ細則のほとんどの条文は過去の推奨ﾛｰﾀ

ﾘｰｸﾗﾌﾞ細則を適用していると思われるので、該当

する条文は、２０１０年版のものと入れ替えをし

た（但し、委員会及び委員会の任務の２つの条は、

入間ｸﾗﾌﾞではＣＬＰを導入しない決定がなされて

いるので一切変更しない、） 

4.新世代奉仕はクラブの活動の理念と実践の枠組

みである。当ｸﾗﾌﾞでは青少年交換ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑは実施し

たものの、他のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑは実施予定が無い。 

5.推奨細則では、奉仕プロジェクト委員会として、

すべての奉仕が一括となっている。 

 敢えて、委員会組織を肥大化させない。 

6.定款についてはＲＩの規定審議会の議決をもっ

てのみ改正できる。細則は第１５条・任意に例会

において出席会員の３分の２の賛成で改正できる。 

 

ということで、次年度宮寺会長を中心に検討いたし

ましたのが、改正案です。 

「入間ロータリークラブ細則改正案概要表」にて簡

単に説明しますと、今回の主要な論点は、従来４大

奉仕でその４大奉仕委員長が常任委員会の長とし

て、理事だったのだから、５大なので、新世代委員

長を同格にするべきだ。当初はこの考えで、条文も

作成してみました。もう一方の考えかたは、奉仕の

理念と枠組みであって、当クラブでは、活動内容は

今までと変わらないので、敢えて委員会組織、理事

会構成は変えない。ということです。いずれにいた

しましても、クラブ会長要覧を良く読んでみますと、

クラブの指導者チームと協力してこれを改正する

必要がある。その意味では、早合点して安易に考え、

大変失礼をいたしました。是非今後の細則検討委員

会での、活発なご討議をお願いいたします。 

 

 当番 内 容 

２日  美術館めぐり(国立西洋美術館) 

９日 宮崎 
第 6回クラブ協議会 

各小委員長事業報告      

16 日 森田 四大奉仕委員長事業報告 

23 日 山畑 会長・幹事・ＳＡＡ挨拶 

30 日  最終例会（夜間例会） 
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■■■幹事報告        関谷永久幹事 

6/12 米山学友総会、新奨学生歓迎会 会長出席 

 

■■■回覧、配布物 

① ハイライトよねやま 134 
② 放射性物質の県産の茶への影響調査 
③ 他クラブ週報＆例会変更 
④ 5/26 夜間例会(杉山会員 100 歳御祝)出欠席 
⑤ 6/2 日帰り美術館出欠席 
⑥ 6/12 加治丘陵保全活動ボランティア 
⑦ 入間ロータリークラブ出席状況表(累計) 
⑧ 入間ロータリークラブ細則改定案の概略 
⑨ 財団法人アイバンク協会パンフレット 
⑩ 週報 40 号 
    

■■■委員長報告 

プログラム委員会             西山祐三委員長 

表記の通り６月プログラムのご案内をします。 

先日のドコモの「すごろく」を欲しい方は言って下

さい。すごろく 13 番の懐中電話が今の日本での携

帯電話の原型になっておりますのでご覧いただけ

ればと思います。 

  ロータリー美術館委員会     岩崎茂委員長 

6/2 のレンブラント展は定員は 32 名のとろこ、今

日現在 27 名の参加になっております。明日が締め

切りとなってますので、奮ってのご参加お待ちして

おります。皆さんで楽しみましょう。 

                  加藤国夫次年度幹事 

次年度の計画書を事務局に 5/25 までに提出下さ
い。印刷までに時間が掛りますので、FAXでもメー
ルでも構いませんので一日でも早めの提出お願い

致します。 
 

宮寺成人会長エレクト 

細則の検討委員会を今後、開きたいと思っており

ます。2009 年に一度検討を行っておりますので、そ

の時のメンバーの方たちと、今年度の会長さんと来

年度の私でメンバーをこちらで決めさせて頂きま

すので宜しくお願い致します。 

 

 

 

＜出席報告＞      宮崎正文出席委員長 

会員数 出席数 出席率 前回修正率

43 名 29 名 70.7％ 76.2％ 

 ＊事前欠席連絡 6名 

 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞      諸井克彦ＳＡＡ 

花家孝之様～本日は宜しくお願い致します。石川嘉

彦君～ガンバッペ東北。齋藤金作君、山岸義弘君、

岩崎茂君、吉永章子君、山根宏夫君～花家先生よう

こそいらっしゃいました。本日は宜しくお願いしま

す。西山祐三君～早退いたします。 
   本日¥10,000      累計¥928,000 

 
■■■ 講 師 卓 話 ■■■ 

 

「死後の角膜提供は人生最後で最大の奉仕」     

花家 孝之様 
 齋藤栄作会員からご
紹介がありました。 

地区の社会奉仕は、ア

イバンクとキューピッ

トと呼ばれるブライダ

ル、そして世界遺産と

分かれておりますが、

その中で長年に渉って

アイバンクに携われて

おられるのが花家先生

です。ご本人はドクタ

ーでも在られます。 
 
 アイバンクとは死後（心停止）、眼球を提供して

いただき、角膜移植待機患者にあっせんする公的機

関をアイバンクといいます。アイバンクは厚生労働

大臣の許可により運営が許された「眼球あっせん

業」を行う機関で、現在、各都道府県におかれアイ

バンク活動を行っています。解り易く説明しており

ます漫画のパンフレット（同じ空を眺めて・あなた

にもできる光の贈り物）をお持ちいたしましたので、

ご家族で見ていただければと思います。 
 角膜移植とは、角膜が外傷や感染症、遺伝的疾患

などにより透明性を失ったり、変成や変形により目

のフィルムに当たる網膜に、像を結ぶことができな

くなった場合に行われる手術のことです。原則とし

て片目のみ移植で、大きく２

通りの方法があり年間 2500
件手術が行われています。 
 アイバンクにはどなたで

も献眼できます。年齢制限も

ありません。近眼や老眼でも

角膜は移植に用いることが

できますし、網膜などの疾患

で眼のご不自由な方でも角

膜は充分、移植に用いること

ができ、視力障害の方が光を

取り戻すことができます。又、資金協力として寄付

(個人千円・法人一万円)も募っておりますので、宜
しくお願い致します。  
 平成 22 年度現在、埼玉県での献眼者は 24 名、移

植手術者 39 名、移植待機者 9名、献眼登録者 16,495

名です。2570 地区のロータリークラブの献眼登録者

は、953 名で、上位順では本庄ＲＣ・深谷ＲＣ・寄

居ＲＣとなっております。献眼未登録クラブが 11

クラブあり、今後訪問してゼロのクラブを無くして

行きたいと考えております。 

 最後に本庄ＲＣの春山先生の献眼体験レポート

「亡母の献眼を実行して」をご一読頂き、世の為・

人の為に是非ご登録をお願いいたします。本日はあ

りがとうございました。 

会報委員会（水村 滝沢 宅見）

私はマリリン・モンローが大好きです 



 
 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■2010-2011ＲＩ会長：レイ・クリンギンスミス          ■ＲＩ第 2570 地区ガバナー：西川 武重郎 

■会長：山岸 義弘 幹事：関谷 永久 会報委員長：水村 雅啓  ■司会：吉沢 誠十 

 

 
 
 

＜ビジター・ゲスト＞ 

入間市長            木 下  博 様  
入間南ロータリークラブ     中 島  毅 様 
杉山チェン製作所  会長    杉山 慎一郎様 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

             

 

 

 

 

 

 

 

The Rotary Club of Iruma  Club Bulletin 

入間ロータリークラブ週報      

■例会日：木曜日 12：30～13：30   

■例会場：丸広百貨店入間店６Ｆ バンケットホール  

Tel.04-2963-1111

■事務所：〒358-0023 入間市扇台 3-3-7 ハイツ斎竹 101 号 

Tel.04-2964-1700 Fax.04-2965-5788    

Email：iruma－rc＠jupiter.plala.or.jp

2010-2011 年 RI テーマ 第４２号 ２６５８例会  ２０１１年 ５月２６日（木） 

☆会場：まるひろ さくら草ホール

☆点鐘：午後６時３０分 ■■■会長の時間   山岸義弘会長 
杉山会員には、めでたく１００歳を迎えられ、

おめでとうございます。また昭和３４年の創立以

来 50数年の永きに亘って入間 RCを支えて、ご指
導を頂いております。ありがとうございます。 
１９１１年明治４４年は、歴史で教わった辛亥

革命、アムンゼンが初の南極点に到達。国内では

明石の最初の子午線標識、東京の日本橋が木橋か

ら石橋に架けかえられ完成、帝劇開場が開場。そ

の年の代表する歌には、「日の丸の旗・鳩・かたつ

むり・牛若丸・桃太郎・浦島太郎・案山子・紅葉・

雪」など懐かしい曲が沢山あります。この例会は、

当初 4 月の第一例会を夜間例会として、開催予定
でしたが、諸般の事情により 4月 14日の昼の例会
で第一部をさせていただき、改めて第二部として

夜間のお祝い例会とさせていただきました。 

皆さんに祝福頂きあり

がとうございます。東

京から入間に昭和 19
年に移って来て自転車

チェーンから始め、私

の力ばかりではなく、

大勢の人達の助けがあ

って経営者になり、人

生の喜びであります。

手に手つないで 

瓦瓦版版・・すすぎぎややまま VVooll..2222            「「ロタキチ」 
僕が分区を勤めた頃だった昭和 37,8 年頃、役目上分区代理の研修会に出席した。当時は地区が千葉県と

一緒だった。場所は東京駅の研修等を行う勉強室で二人掛けの椅子には千葉県のメンバーが着席して盛ん

にノートに手記していた。私は「ご熱心ですね」と言葉を掛けると一寸手を休めて「私のノートは手続要

覧より詳しいですよ」と返事があった。私は驚いて［ハハアこうゆう人をロタキチ］と言うのかと実感し

た。この頃ロータリーを自分の職業以上大切と思う人が時々おり、この人達を私達はロタキチと呼んだ。

この頃はそうした兆候は皆無となったけれど！ 

市長の祝辞を頂きました。事務局へ杉山会員から寄贈 

されたエアコン 



■■■幹事報告        関谷永久幹事 

１．６月のレート ８２円／＄ 

■■■回覧、配布物 

① 学友会ニュース 6月号 
② 茶の香めーる Vol.40 
③ 他クラブ例会変更  
④ 6/12 加治丘陵保全活動ボランティア 
⑤ 山岸年度最終例会出欠席 
⑥ 新所沢ＲＣ次年度役員・理事のご案内 
⑦ 杉山会員誕生日・クラブ入会日の新聞コピー 
⑧ 入間 RC 第 41 号週報 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞    粕谷康彦ＳＡＡ 

中島毅様～杉山さん百歳おめでとうございます。お

元気に対し金メダルを出すべきです。杉山定太郎君

～今日は御祝頂きありがとうございます。岩崎茂君

～杉山会員おめでとうございます。

益々のご健勝祈念申し上げます。荒井

正武君、粕谷康彦君、忽滑谷明君、宮

崎正文君～杉山さん百歳の御祝い誠に

おめでとうございます。 本日は建設協
会総会の為出席出来ず残念です。 いつまでも頑張
って下さい。   本日 ¥40,000 累計 ¥968,000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

                 

                 

 

 

 

 

第４３号 ２６５９回例会 ２０１１年 ６月 ２日 

会報委員会（水村 滝沢 宅見）

■会長の時間 山岸義弘会長 

本日は上野の国立西洋美術館

にてレンブラント展を鑑賞いた

します。光と影の巨匠といわれて

います。是非ご堪能ください。そ

の後は近くの東天紅の中華料理

で懇親を深めていただければと

思います。半日の短い時ですが宜

しくお願いします。 

レンブラント

展で心を洗わ

れて人格をつ

くり東天紅で

親睦を図りま

しょう！ 

上野西洋美術館前 22 名参加 

東天紅から観える筈

のスカイツリーは残

念ながら雨で霞んで

いました。 

入間Ｒ美術館は昭

和 50 年に発足し次

期委員長として、こ

れからは大袈裟に

ならない小品展を

考えております。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■2010-2011ＲＩ会長：レイ・クリンギンスミス          ■ＲＩ第 2570 地区ガバナー：西川 武重郎 

■会長：山岸 義弘 幹事：関谷 永久 会報委員長：水村 雅啓  ■当番：宮崎 正文 

 

 
 
 

＜今月のお祝い＞  

会員誕生日 繁田昌利君 大塚拓君 

夫人誕生日 
友野みゆき様 森田秀子様 
摂田ヨシ子様  

結婚記念日 
摂田順一君 宮崎正文君 
大塚拓君  

 

＜ビジター・ゲスト＞ 

米山奨学生 武蔵野学院大学三年  李 宝雲 様 

 

・豊田会員研修会修了書(3 年以内）を頂きました。 

・杉山会員米山功労者マルチプル 6回目を授与 

 

■■■会長の時間       山岸義弘会長 

この例会場は３週間ぶりで、5 月最終例会の杉山
会員 100歳のお祝い例会、6月第 1例会の日帰り美
術館、ともに多数のご参加をいただき、盛大に楽し

く行うことができました。ありがとうございました。 
先々週は、入間市長はじめ南ｸﾗﾌﾞの中島会員また

杉山チェーン会長の杉山慎一郎様にもお出でいた

だきました。企画には杉山会長の適切なアドバイス

を頂きまして、「ひとすじの道」を上映させていた

だきました。レンブラント特別展は日常では見るこ

とのできない最高峰の作品を堪能でき、参加者の皆

さんもそれぞれに感動を得られたと思います。東天

紅での夕食会では、雲の合間にスカイツリーがほの

かに見え隠れしていて、楽しい時間を過ごせました。

担当のロータリー美術館及び親睦委員会の皆さん

には、改めて御礼申し上げます。 
翌日の金曜日にはＲＬＩ説明会が紫雲閣にて開

催されました。石川ＰＤＧを始め、クラブより５名

が参加いたしました。Rotary Leadership Institute
の略でﾛｰﾀﾘｰﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ研究会と呼ばれています。背

景目的は､ﾛｰﾀﾘｱﾝがﾛｰﾀﾘｰに関する十分な知識を持

ち、効果的なｸﾗﾌﾞ造り、各種ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを推進させる

為に充分な積極性を発揮できる様、一般的な会員を

対象に指導力育成の機会提供を目的としています。

当初はＲＬＩとは、少人数で討論をすることかと単

純に思っていましたが、そうではなく、４つのパー

トに分かれていますが、ロータリーの抱えている課

題が設定されていて、その課題についてリーダーを

中心に順次少人数で討論をしていくというもので

す。これは他地区合同のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑで、今後これが地

区において展開されていくものと予想されます。 
この度、尼崎西ＲＣの田中毅ＰＤＧが１９２９年

シェルドン著の「奉仕の原則と保全の法則」を翻訳

されました。素晴らしい本ですので、石川ＰＤＧよ

り後ほどご案内があります。 
本日は第６回ｸﾗﾌﾞ協議会です。各委員長には本年

度の締めくくりの発表をお願いいたします。 
 

■■■宮寺成人会長エレクト 

 細則の検討委員会を 5/24,28 に開かせて頂き結果

として新世代部門を作り、其れに伴い理事が 5名と

なり第５部門の理事としては滝沢会員にお願い致し

ました。合わせてご承認ありがとうございます。 

 

■■■幹事報告        関谷永久幹事 

第 15 回理事会報告    ＜協議事項＞ 

1. 入間わんぱく相撲協賛の件 例年 1万円 
2. 6/30 調布深大寺 白金亭にて夜間例会及び食事    

3. 会計報告 杉山会員白寿例会 日帰り美術館 

4. 退会希望会員（松井会員）承認の件          

5. クラブ事務局員契約更新  

6. 東北大震災への当クラブの今後の対処について    
＜報告事項＞ 

1. 6/12 青少年交換派遣学生 閉校式 

2. 6/14 4 クラブ合同懇親会 

 

■■■回覧、配布物 

① ガバナー月信 第 12 号 
② ロータリーの友 6月号 
③ 他クラブ週報＆例会変更・次年度役員お知らせ 
④ 6/12 加治丘陵保全活動ボランティア 
⑤ 山岸年度最終例会出欠席 

The Rotary Club of Iruma  Club Bulletin 

入間ロータリークラブ週報      

■例会日：木曜日 12：30～13：30   

■例会場：丸広百貨店入間店６Ｆ バンケットホール  

Tel.04-2963-1111  

■事務所：〒358-0023 入間市扇台 3-3-7 ハイツ斎竹 101 号 

Tel.04-2964-1700 Fax.04-2965-5788    

Email：iruma－rc＠jupiter.plala.or.jp

2010-2011 年 RI テーマ 第４４号 ２６６０回例会  ２０１１年 ６月 ９日（木） 



⑥ 東関東大震災及び地区大会中止のお知らせ 
⑦ 国際Ｒ財団報告＆第1回会員増強セミナー御礼 
⑧ 派遣学生５月次報告書 
⑨ 週報 42,43 合併号   
 

■■■本の紹介         石川嘉彦委員 

 「奉仕の原則と保全の法則」 

シェルドン著・尼崎西ＲＣ 田中毅ＰＤＧ翻訳   

職業奉仕こそがロータ

リーの大黒柱なのは皆様

ご存知だと思いますが、

その職業奉仕の理念を提

唱したのがシェルドンで、

職業奉仕を正しく理解す

るためにはシェルドンの

考え方を知る必要がある

と思います。職業奉仕を

深く、詳しく解説してお

りますので、皆様も是非、

完璧に利益に繋がりますので読んでみて下さい。 

 

■■■委員長報告 

親睦委員会           吉沢誠十委員長 

 最終例会を 6/30 に開催いたします。4時半頃入間

市を出発致しまして調布に 6時頃到着予定です。御

家族共に大勢の参加を宜しくお願い致します。 

雑誌委員会           友野政彦委員長 

 今月も震災関係の記事より紹介いたします。横組

み 18 頁より各 RC・ﾛｰﾀﾘｱﾝの復興支援活動が載って

おり、同 24 頁には「友」の編集長が被災地を訪ね

られた記事があります。又、30 頁には今年で 33 回

目となる RYLA セミナーが紹介されており、その最

終日の講演の要約が縦組み 2頁にあります。 

環境保全委員会         諸井克彦委員長 

 今度の日曜日に加治丘陵の保全活動を行います。

動きやすい服装でお水、鋏、カマ等を準備して頂き

8時半頃「アミーゴ」に集合下さい。 

国際奉仕委員会         齋藤栄作委員長 

震災について入間ロータリークラブとして次の

ステップとして何をすべきかと思い色々な方面の

方にお会いしました。これからも多くの情報を集め

発表し協力できる体制にしたいと考えております。

益々の皆様のご協力を宜しくお願い致します。 

新世代部門委員会             滝沢文夫委員長 

1.青少年交換派遣生の板木さんの5月の月次報告書

回覧してあります。御一読を！ 

2.同じく板木さんの件ですが、帰国予定日が 7/17

を予定しています。 

3.チャーリー君のその後メールより、出来れば来年

の 2月か 3月に日本に帰ってきたいとの事。 

[日本で日本の料理を学び働きたい。何方か友人

やﾛｰﾀﾘｱﾝで世話をしてくれると嬉しい]との事。 

岩崎ファミリーで 3～4か月ホストして・・？ 

 

 

 

■■第６回クラブ協議会(小委員長事業報告)■■ 

 

職業分類委員会         大野賢次委員 

 活動方針・計画に沿って行ってきました。これか

らも職業分類表に知恵とご協力をお願い致します。 

会員選考委員会        大野賢次委員長 

今年度は原則を元に選考して 1 名の推選があり、

大変優秀な人に入会していただきました。 

会員増強委員会        忽滑谷明委員長 

 入会者 1名退会者 4名、実質 3名の減です。2570

地区の現状として、会員数が年々減っておりますが、

引き続き会員増強活動は必要であると思います。 

ロータリー情報委員会     山畑雅廣委員長 

今年は会長と友野会員のお蔭で多くの情報をお

話し頂けました。得た知識は之からも忘れずに自分

のものにして下さい。ありがとうございました。 

出席委員会          宮崎正文委員長 

毎回例会時に出欠席の報告を実施、３ヶ月に１回

各会員に出席状況の報告、他クラブへの合同メーク

アップを今年は 6回実施する事ができました。 

会報委員会           滝沢文夫委員 

活動報告など週報掲載用原稿は、編集しやすいよ

うできるだけ Word などデータによる提出をお願い

しました。夜間例会など写真方向が中心の例会は合

併号としました。経費節減などでプリントアウト配

布から希望者には配布を止めインターネット閲覧

も行いました。週報担当が古川さんに代わりました

が、すっかり慣れて発行には支障ありません。週報

はインターネットで閲覧できますので、内容には十

分な注意が必要です。会長、委員長の校正は重要で

す。次年度に申し送ります。 

親睦活動委員会        吉沢誠十委員長 

9 つの例会と 3 回の家庭集会を行いました。この

中で特に「杉山会員お祝い」例会を担当させて頂い

た事はありがたいことでした。会計につきましては

予算70万円に対して約56万円を執行しております。

いずれの例会も皆様のご協力により楽しい時間を

過ごすことが出来ました。心より感謝申し上げます。 

雑誌委員会          友野政彦委員長 

 毎月最初の例会において「友」より興味ある記事

を紹介させていただきました。齋藤金作会員の俳句

が掲載され紹介もさせて頂きました。 

プログラム委員会       西山祐三委員長 

3 月 11 日の東日本大震災後、プログラムが度々変

更致しましてご迷惑をお掛け致しました。会長はじ

め皆様方にはこの1年間ご協力を賜りまして無事に

終わること出来、感謝すると共に御礼申し上げます。 

広報委員会          上野弘勝委員長 

今年度の活動計画は業務多忙の為殆んど実行で

きませんでした。活動方針であるロータリークラブ

の認知度向上は年度を重ねて取り組む必要がある

と思われるので、次年度もできる限り広報活動に協

力させていただきたいと考えております。 
ロータリー美術館        岩崎茂委員長 

 恒例の美術館は7月のガバナー訪問の際に第1回

を開催、西川武重郎ガバナーに伝統あるロータリー



美術館をじっくりとご鑑賞頂きました。お正月の例

会では齋藤金作会員による「うさぎ年」干支の彫刻

の名品を展示、初春にふさわしい例会を行う事が出

来ました。去る 6/2 には「光と闇とレンブラント」

の鑑賞を親睦委員会さんと合同で実施。帰りには東

天紅にて素晴らしい夕食会を楽しみ、今年度の美術

館の全てのスケジュールを終える事が出来ました。 

環境保全委員会        諸井克彦委員長 

ロータリーの森保全活動ですが、東日本大震災に

より秩父ＲＣだけで行い各地区のクラブは中止とな

りました。加治丘陵の保全活動は、やはり震災の件

で延期させていただきましたが、来週には行いたい

と思います。食餌木植栽の計画は中々植える場所が

見つかりませんでした。 

新世代部門委員会             滝沢文夫委員長 

1.青少年交換プログラムによる派遣学生の受け入

れ 7月～3月まで（東日本大震災により期間短縮） 

カウンセラー（摂田会員）、ホストファミリー（平

岡(達)会員、繁田(光)会員、岩崎会員、板木様、）

ありがとうございました。 

2.インターアクト年次大会に出席。 

3.ローターアクトに関しては、その難しさを痛感。 

4.派遣学生のその後については、板木さんからの毎

月の月次報告書を提出しました。 

世界社会奉仕動委員会     晝間和弘委員長 

 今年度は書損じ葉書の回収に力を入れ、前年度よ

り 293 枚・金額にして 13,185 円のプラスでした。

皆様にはご協力頂きありがとうございました。 

ロータリー財団委員会     吉沢誠十委員長 

Ｒ財団委員会から今年度寄付の結果をご報告い

たします。目標額9,000＄に対し、実績額11,875＄達

成率131.94%、年次寄付一人当たり167.44＄でした。

皆さんのご協力本当にありがとうございました。 

米山奨学委員会         繁田光委員長 

例会を利用し、米山奨学生による卓話、ＤＶＤ放

映を行いました。其れにより皆様のご協力のおかげ

で寄付も沢山頂き、目標額を達成する事が出来まし

た。どうもありがとうございました。 

研修リーダー          繁田昌利委員 

研修リーダーとは色々クラブの事に関し改革し

たり、活性化する為のセッションをする事だと思う

のですが、今日は時間も足りませんので、又の機会

がありましたら総括したいと考えております。 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞     粕谷康彦ＳＡＡ 

杉山定太郎君～先々週は百歳の御祝いありがとう。

石川嘉彦君～ガンバレ東北。粕谷康彦君～例会を三

週お休み申し訳有りません。豊田義継君～研修無事 
終了いたしました 石川パストガバナー講師ありが
とうございました。宅見允君～5 月の暑い日テニス
プレイ中、脳梗塞で倒れ緊急車で入院し奇跡的に後

遺症も無くカンバックできました。こうして再びお

目にかかれるのが夢のようです。これからも宜しく

お願い致します。  
本日¥36,000  累計¥1,004,000 
 

＜出席報告＞      宮崎正文出席委員長 

＊事前欠席連絡 4名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員数 出席数 出席率 前回修正率

43 名 34 名 81.0％ 78.1％ 

瓦瓦版版・・すすぎぎややまま vvooll..2233  

「産児制限」 

 昔は産児制限の知識がなく、農村では子ども
が十人以上の家があった。そうした状況では子

どもを早く結婚させた家が多かった為、娘は十

七・八歳になると嫁に出され、その子が子を生

んで十七・八歳で嫁に行った後も、母親は又出

産する例があった。その結果叔父より甥の方が

年多く、叔母よりも姪の方が年上だったことが

希にはあった。今日では結婚年齢が上昇してい

るので絶対に有りえない事である。 

 

「大正 12 年 9 月 1 日の思い出」 

 私が 12 歳の時だった。9 月 1 日学校は夏休み
が終わって二学期の始業式も終わり家で留守番

をしている時、突然グラグラと地震が起きた。

なるべく家の中に居様としたが、神棚のすべて

が落ち堪らぬと家から飛び出し二三十歩走った

頃、家が倒れ危うい所だった。近所の人達は啞

然としていた。その内に昼時で火を使っていた

ので、それが燃え始めてもただ見ているだけ。

私は危険を感じ近所の神社へ逃げて助かり、そ

こで家族にも会えた。 

地震による被害は下谷、浅草、京橋、日本橋、

本所、深川と隅田川の川の流れによる出来た土

地は被害がひどかった。その点、山の手方面は

軽微だった。特に本所区には被服廠跡地が三万

坪もあって空き地になっていたので付近の市民

が家財道具を大量に運び込み、そこに火に追わ

れた人民が大勢逃げ込み道具に火が付いて三万

人も焼死者が出た。浅草でも 12階の建物があり、

細くて高い建物は途中でボッキリ折れて落下し

たので相当死者が出たのではないか。学校は 10

月末迄お休みで、毎日水泳をして遊んだ。上げ

潮になると土佐ヱ門が流れて来た その時は引

き上げた。隅田川は何時も川の水が汚かったが

都市の活動が停止すると綺麗な河となった。 

アメリカの市民団体から多数の見舞金が贈呈

され、一般には使わず病院を建設したのが今の

聖路加病院である。その後「日野原重明聖路加

病院院長」は市民団体に感謝の意を表する為、

かねてから尊敬している仲濱万次郎の記念館を

マサチューセッツ市に建設した。一般の呼び掛

けに私も三万円寄付した事があった。 

会報委員会（水村 滝沢 宅見）



 

 

アメリカイリノイ州シカゴで2010年4月25日～30日の間開催されました。全世界から291の立法案が提

案され修正案を含めて66件が採択さました。主なものをあげると、 

・クラブに研修リーダーシップ委員会の設置推奨 

・地区にＥクラブ2つまで指定できる。 

・直前会長がクラブの役員並びに理事会のメンバーになる。 

・出席免除の会員の年齢が65歳以上の条件が加わる。 

・ＲＩとロータリー財団の人道的プログラムに地雷救済活動を含む。 

・新世代を含めて五大奉仕部門とする。 

・アーリーアクト・クラブの承認。 

・人頭分担金増額10－11 25$、11－12 26$、12―13 27$、13-14 28$ 

・地区のクラブ数が33以下あるいは会員数が1200名未満の地区は地区の境界の廃止あるいは変更

（2012までは凍結） 

特に、第五奉仕部門「新世代奉仕」を加えることが採決され、入間クラブでも検討委員会で細則の変更

などが行われました。 

 

「 奉仕の第五部門である青少年奉仕は、指導力養成活動、社会奉仕プロジェクトおよび国際奉仕プロジェ

クトへの参加、世界平和と異文化の理解を深め育む交換プログラムを通じて、青少年年ならびに若者によっ

て、好ましい変化がもたらされることを認識するものである。」 

 

ロータリーの立法機関である規定審議会は、3年毎に会合を開き、クラブ、地区大会、グレート・ブリテンおよ
びアイルランド内のRI審議会や大会、ならびに RI理事会から提出された制定案と決議案を審議し、票決し
ます。規定審議会自体も法案を提出することがあります。  

3 年に一度開かれる規定審議会は、ロータリーの管理運営プロセスの重要な部分です。理事会が国際ロー

タリーの方針を決定する一方、規定審議会ではロータリー・クラブが組織の運営に関して発言する機会が与

えられます。審議会には地区からの代表議員が派遣され、ここで法案の審議が行われます。全クラブと地区

には審議会へ立法案を提出する権利があり、審議会の決議がロータリーの最も重要な活動に影響を与える

こともあります。1989 年規定審議会の決議によってロータリーに初めて女性が入会し、1986 年審議会の決

議からは「ポリオ・プラス」が誕生しました。  

規定審議会は、ロータリー世界の各地から集まる 500 名以上の代表議員によって構成されます。投票権を

有する議員には、各ロータリー地区のクラブから 1 名ずつ選出された代表議員が含まれます。投票権を有し

ない議員は、規定審議会の議長および副議長、RI 会長、RI 理事会のメンバーと元 RI 会長です。  

2013 年規定審議会  

次回の規定審議会は、米国イリノイ州シカゴにて、2013 年 4 月に開催される予定です。規定審議会の代表

議員は、 2010-11ロータリー年度 に選出されます。 2013年規定審議会の立法案の提出締切日は、 2011

年 12 月 31 日 です。  

 

 

 

 

 

 

 

●2010年規程審議会が開催 

●規程審議会とは 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■2010-2011ＲＩ会長：レイ・クリンギンスミス          ■ＲＩ第 2570 地区ガバナー：西川 武重郎 

■会長：山岸 義弘 幹事：関谷 永久 会報委員長：水村 雅啓  ■当番：森田 英郎 

 

 
 
 
例会場は、丸広･さくら草ホールに変更 

■■■会長の時間       山岸義弘会長 

今週は一年間の締め括りの意味の会合が沢山開

催されました。6/11 には地区大会中止による地区会

合が、パストガバナー、地区役員及び各クラブの会

長幹事だけの出席で、ほぼ通常のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ内容で開

催されました。ｶﾞﾊﾞﾅｰの挨拶では、6/9 に盛岡でガ

バナー会を開催、８億円集まった義援金で震災遺児

の育英資金にして少なくても５年以上支援しよう。

と決議されたとの報告がありました。また陸前高田、

大船渡をロータリー関係者の案内で回ったが大変

な状況であるが、全世界からのロータリーの友情に

感激しながら、復興に向け立ち上がっている。2570

地区の 1000 万円の義援金に関しては、内情は褒め

られものではなく、一人ひとりの汗の浸み込んだ心

のこもった義援金を出してほしいと訴えたほうが

善かったと自責の念で一杯だとも言っておられま

した。又入間ｸﾗﾌﾞは細渕年度の会員増強協力ｸﾗﾌﾞ表

彰を頂いてまいりました。 

6/12 は川越プリンスで第４１期青少年交換派遣

生閉講式及び帰国報告会が開催され、９月に派遣さ

れる交換留学生３人の学生が出発前の発表を堂々

としていました。今回は埼玉県より県の親善大使の

役もいただきました。帰国報告会では、震災後３人

とも帰国してしまっていますので、スカイプを通じ

て、ベルギー、アメリカ、ブラジルと現況報告を行

いました。豊岡高校の関口新校長も出席していただ

きました。同日の米山学友総会の新奨学生歓迎会は、

賑やかな会場で２６名の留学生が抱負を語ってい

ました。吉永会員、忽滑谷会員と留学生の李宝雲さ

んの４人で出席してまいりました。 

14 日は四ｸﾗﾌﾞ合同懇親会が開催されました。これ

はすでに２０年以上も継続していますが、今回はﾗｲ

ｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞさんが幹事役で、仏子のｷﾞｬﾗﾘｰ中山で行い

ました。 

 

■■■宮寺成人会長エレクト 

6/12 に「わんぱく相撲」のお祝いを持って行って

来ました。すごい熱気で女の子も頑張っていて大変

素晴らしいものを感じました。 

■■■幹事報告        関谷永久幹事 

1.6/11 志木市民会館で地区会合  

2.6/12 第 41 期青少年交換派遣生閉校式 

3.6/12 米山学友総会、新奨学生歓迎会 

4.6/14 市内四クラブ会長、幹事の合同懇親会      
■■■回覧、配布物 

① ハイライトよねやま 135 
② 「奉仕の原則と保全の法則」申込み 
③ 他クラブ週報＆次年度役員お知らせ 
④ 山岸年度最終例会出欠席 
⑤ 東関東大震災及び地区大会中止のお知らせ 
⑥ 国際Ｒ第 2570 地区会合 
⑦ 入間市環境街づくり会議平成 23 年度総会 
⑧ 5/26杉山会員御祝＆6/2日帰り美術館会計報告 
⑨ 週報 44 号   
■■■委員長報告 

親睦委員会           吉沢誠十委員長 

 最終例会を 6/30 に調布の白金亭で開催いたしま

す。4 時半頃入間市を出発致しまして調布に 6 時頃

到着予定です。大勢の参加宜しくお願い致します。 

環境保全委員会         諸井克彦委員長 

 先日の日曜日にお忙し

い中、加治丘陵の保全活

動をして頂きありがとう

ございました。気の遠く

なる様な活動ですが続け

ていく事が大切ではない

かと思います。 

国際奉仕委員会         齋藤栄作委員長 

震災について入間市長より 7 月 2,3,9,10 日の土

日を使って、社会福祉協議会が媒体となり東松島市

の瓦礫等の排除をするボランティアをバス輸送す

るとご連絡を頂きました。又、2570 地区としては 7

月になったら被災されたガバナーの人達と懇談を

持つ事になっていると報告を受けております。 

新世代部門委員会             滝沢文夫委員長 

6/12 川越ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙにて青少年交換ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ閉校式、

帰国報告会に山岸会長、繁田光ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰ代表と共に

出席しました。ｽｶｲﾌﾞによるﾁｬｰﾘｰとの会話もできま

した。ﾁｬｰﾘｰは今、料理に夢中だそうです。会場は
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ﾛｰﾃｯｸｽの人、次年度交換学生(3 名の女子学生)と女

性が多く、男性の積極的な参加が期待されます。 

 

■■クラブ協議会（先週続き）事業報告■■ 

健康管理委員会           山根宏夫委員長 

 先週、委員会報告が出来ませんでしたが、健康管

理委員会は予定通り終了できました。次年度も繁田

会員を助けていきたいと思います。 

■■４大奉仕委員長  事業報告■■ 

クラブ奉仕委員会       吉永章子委員長 

 クラブ奉仕部門は、例えますと私達の日々、生活

の基盤となっている家庭と同じだと思います。11

の専門分野の委員会報告は先週（6/9）の例会で発

表されていますので会報をご覧下さい。職業分類、

会員選考、会員増強、ﾛｰﾀﾘｰ情報の各委員会は関連

性の深い委員会で忙しい程クラブが充実します。今

年度は入会者 1名、退会等 4名で 3名減となりまし

た。親睦・ｱｲﾃﾞﾝﾃｨﾃｨｰ豊富でご家族を巻き込んだ楽

しい例会でした。会報・非常に細やかでﾛｰﾀﾘｰ情報

が詳しく掲載され、又、杉山会員の瓦版もお見事で

した。ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ・年間 46 回のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑのうち、27 回

は会員卓話、講師卓話で埋められました。出席はﾒｰ

ｷｬｯﾌﾟ 6 回で他クラブとの比較が出来、又、広報、

雑誌、R美術舘も計画通り順調に活動出来ました。 

 クラブ奉仕を基として私達ロータリアンは役割

分担された活動を遂行しながら変えてはいけない

もの“ロータリーの奉仕理念”と変えなければいけ

ないもの、社会のニーズに併せた“奉仕活動の実践”

この二つをしっかり頭に入れ誇りを持って活動す

る事がクラブの活性化に繋がる事と確信します。一

年間ご協力を頂きありがとうございました。 
職業奉仕委員会        加藤国夫委員長 

第一に「高校生社会体験活動」を計画いたしまし

たが、諸般の事業により行われる事なく、大変残念

ではありますが中止せざるを得ませんでした。二項

目目には職業奉仕月間し合わせて、職業奉仕活動に

相応しい事業を行う事を念頭に卓話を計画し、橋本

政彦部門委員長さんには、ご自身の体験を交えた卓

話を頂き会員皆さま方にも職業奉仕のあり方につ

いてご理解頂いたものと思っております。第二段と

して山根会員より、病院の看護師、医療に携わる技

師についても「職業に付いて社会に対して価値を認

めるに相応しい」と言う話を頂きまして計画いたし

ましたが、日程の都合により実現できませんでした

が、又の機会に是非お話をお願いしたいと思います。

「四つのテストの唱和」は実行できました。 

社会奉仕委員会         細淵克則委員 

ＬＥＤ防犯灯設置 40 基 約 100 万円 扇町屋第

二区、豊岡第三区、北六区各 10 基、南六区、東金

子各 5 基を平成 23 年 2 月までに完了。設置費用

5,000 円／台のうち半額は市負担、半額は自治会負

担です。来年度は地域交流研究会を通じての設置も

検討予定。Ｒ財団から補助金 176,000 円を頂き実施

できました。 

月桂樹移植 約６０鉢予定 米山記念館より移

植をしている月桂樹が諸井会員のお世話により、今

年 8月には配布できる予定です。来年度の事業とし

て配布等を行う予定です。 

看板 大震災の義援金等の関連があり今年の実

施は難しいと判断、来年度に撤去か補修を予定。 

 加治丘陵保全活動は震災の影響もあり6月に延期、

地区全体で行うロータリーの森保全活動に関して

も全体での実施はしないとのことです。来年度の課

題として月桂樹を彩の森公園に記念樹として移植

したり、子ども達の職業疑似体験の様な企画もいい

と思います。震災関連のプロジェクトも立ち上がる

との事ですのでご協力宜しくお願いします。 

 最後に国際親善奨学生の工藤君ですが、6/18 に正

式の奨学生に選ばれた後に、ドイツへ入学試験を受

けに行く事になっております。 

国際奉仕委員会        齋藤栄作委員長 

今回初めて国際奉仕委員長を拝命し、すなわち同

時にクラブの理事という事になるのでその重責を

受け止め原理原則に従って委員会活動を行いまし

た。入間クラブ定款には奉仕の第４部門である国際

奉仕は他国の人々とその文化・慣習などを通して国

際理解、親善、平和を推進するために会員が行う活

動からなるものであると明記され、クラブ細則には

この委員会の委員長は本クラブの国際奉仕活動に

責任を持ち国際奉仕の諸特定分野について設置さ

れる委員会の仕事を監督しこれを調整すると明記

されています。そこでまずＲＩ会長ﾒｯｾｰｼﾞを熟読し

自分なりに理解を深め、次に山岸会長の現在ﾛｰﾀﾘｰ

の置かれている状況は変革期であろうという前提

の中での「ﾙﾈｯｻﾝｽ 輝く未来へ」のテーマを受けて

「ﾘﾃﾞｲｽｶﾊﾞﾘｰ＆ﾁｬﾚﾝｼﾞ」を委員会テーマとして、埋

もれたロータリーの古き良き伝統は再発掘し新た

なテーマには果敢に挑戦し、合わせて国際奉仕活動

への理解推進を図って行く事を活動方針として１

年間進めて参りました。各小委員会と共に家庭集会

を通して良く勉強し意見交換を行い国際奉仕活動

に対しての理解を深める事が出来ました。また本年

度は青少年交換ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑが行われ板木麻耶さんが

1630 地区へ PIRON Charies 君が 1630 地区より来日

され世界平和と異文化の理解を深め育む交換ﾌﾟﾛｸﾞ

ﾗﾑを行えた事は素晴らしい実績となりました。 

＜ニコニコＢＯＸ＞     粕谷康彦ＳＡＡ 

杉山定太郎君～百歳の御祝い写真ありがとう。石川嘉

彦君～ｶﾞﾝﾊﾞﾚ東北 2520・2530地区。石川嘉彦君、山
岸義弘君、齋藤福太郎君、友野政彦君、滝沢文夫君～

杉山様・加藤さん写真ありがとう。齋藤金作君、山畑

雅廣君、石川山治君、吉永章子君、細淵克則君、水村

雅啓君、平岡達也君、平岡勲一郎君、関谷永久君、宮

寺成人君、吉沢誠十君、晝間和弘君～加藤さん写真あ

りがとう。山根宏夫君～日帰り美術館、風邪の為ﾄﾞﾀｷ

ｬﾝして申し訳有りません 次回楽しみにしてます。  
本日¥31,500  累計¥1,035,500 

＜出席報告＞         繁田光出席委員 

＊事前欠席連絡 6名 

会員数 出席数 出席率 前回修正率

43 名 32 名 74.4％ 65.8％ 

会報委員会（水村 滝沢 宅見）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■2010-2011ＲＩ会長：レイ・クリンギンスミス          ■ＲＩ第 2570 地区ガバナー：西川 武重郎 

■会長：山岸 義弘 幹事：関谷 永久 会報委員長：水村 雅啓  ■当番：山畑雅廣 

 

 
 
 

■■■会長の時間        山岸義弘会長 

６月１８日に第３グループ第８回会長幹事会及

び現新会長幹事懇親会が、所沢市の翠園にて開催

されました。懇親会の前に、現在の会長幹事会と

新年度の会長幹事会それぞれＧ補佐を中心に会議

がもたれました。現在の方は一年間の終了目前の

安堵感、新年度の会議は、これからスタートする

緊張感がいっぱいの、対照的な会議でした。その

後の懇親会における各クラブ毎の自己紹介におい

ても同様の光景がみられました。いずれにしても、

宮寺年度がより一層輝かしい年度になりますよう、

お祈り申し上げます。 

クラブ事務所のエアコンを杉山会員の寄付で購

入させていただきました。 

本日は、ＳＡＡ、幹事、会長の順で一年間の締

めくくりとしてのご挨拶をさせていただきます。

宜しくお願いいたします。 

 
■■■幹事報告          関谷永久幹事 

1.7 月のロータリーレート 82 円 

 

■■■次年度幹事報告     加藤国夫次期幹事 

1、入間市長木下博様を 2011 年度～2012 年度の名誉

会員とする 

2、7・8月の例会プログラムについて 

3、7/14 ガバナー補佐訪問 7/21 ガバナー訪問の件 

4、社会奉仕委員長報告（東日本大震災支援車いす・

介護ベッドの寄贈について） 

5、IM（2012 年 2 月 19 日）の実行委員に滝沢文夫会

員を推薦 

6、入間社会福祉協議会 団体会員加入 

 

■■■回覧、配布物 

① 東日本大震災 被災クラブ一覧 
② 入間市社会福祉協議会加入のお願い 
③ わんぱく相撲入間大会報告とお礼 
④ 7/21 ガバナー公式訪問出欠表 
⑤ 車いす・介護ベッドの寄贈について 
⑥ 他クラブ週報 

⑦ 杉山会員寄贈事務所エアコン写真 
⑧ 週報４５号 
 

■■■委員長報告 

会員増強委員会        忽滑谷明委員長 

次年度、増強委員長を吉沢会員に引き継ぎまし

た、宜しくお願いします。 

次年度のプログラム委員長として7月のプログラ

ムをご報告します。 7 日/会長・幹事ＳＡＡ挨拶 

14 日/ガバナー補佐訪問 21 日/ガバナー公式訪問 

28 日/新旧役員慰労激励夜間例会（場所未定） 

地域発展委員会        後藤賢治委員長 

埼玉特産の狭山茶が風評被害を受けてますが、

ドイツの気象台、ノルウェーの発表を見るとかろ

うじて埼玉には微量のセシウム量にとどまったと

思います。お茶のカテキンには重金属（セシウム・

ストロンチュウム 90）とくっついて体内から排出す

るとの発表もあります。お茶を飲んで、体内から

放射能を出し、抗酸化作用もあるので癌になりに

くいことも、安心してお飲み下さい。 

親睦活動委員会         吉沢誠十委員長 

6/30の最終例会,アミーゴを4時15分に出発しま

す。新久方面の会員が増えたため新久交番前を加

えバスのルートを若干変更しました。明日以降最

終例会出席者に集合場所のＦＡＸを致します。 

国際奉仕委員会        齋藤栄作委員長 
先程の次年度臨時理事会でお話しいたしました

が災害復興支援の話です。入間ＲＣとして車椅子

と介護ベッドを寄贈したいと考えております。送

り先は石巻の社会福祉事務所と明確になっており

ます。 

東京恵比寿ＲＣさんから紹介された入間ＲＣとし

て寄贈できます。中古の車椅子で結構です。あり

ましたら声をお掛け下さい、是非ご協力お願いし

ます。 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞      粕谷康彦ＳＡＡ 

山岸義弘君、関谷永久君、粕谷康彦君～1 年間お世

話になりありがとうございました。石川嘉彦君～

涙をふいて笑顔でいこう東北。吉永章子君～山岸
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会長関谷幹事1年間お疲れ様でした、吉沢さん写真

ありがとう。岩崎茂君、忽滑谷明君、繁田昌利君

～加藤さん写真ありがとう。加藤国夫君、晝間和

弘君～吉沢さん写真ありがとう。友野政彦君、吉

沢誠十君～早退します。宮崎正文君～最終例会欠

席します。 

本日¥13,000  累計¥1,048,500 
 

＜出席報告＞       宮崎正文出席委員長 

 ＊事前欠席連絡 4 名 

 

 

 

 

■■■会長・幹事・ＳＡＡ挨拶■■■ 

粕谷康彦ＳＡＡ挨拶        

 ＳＡＡの役割は例会場の秩序を乱すことなく、会

合が有意義に行われる様に会場の監督をする。今年

度は、会長・幹事・委員長と緊密に連絡を取りスム

ースな運営を心掛け、設営も当番、副ＳＡＡ、事務

局等の協力を得、準備出来ました。 

席替えは年 3～4 回行う予定でしたが、東日本大

震災での計画停電の影響もあり2回しか出来ません

でした。ニコニコボックスは会員の皆様のご協力に

より大台を上回ることが出来ました、ありがとうご

ざいました。 

関谷永久幹事挨拶 

今年度は特別な出来事が大変多く開催した理事

会も１５回となりました。私の仕事は会長の支援サ

ポート、ＲＩ、地区など外部からの報告、案内、ま

た理事会などの文書管理でした。出席要請外部文書

だけでも実に知る限りで７１通です。 
疾風怒涛の様に去っていく今年度の思い出残る

事項を振り返りますと、昨年７月１日の理事会で新

議案地域交流研修会の承認から始まりました、次に

新会員豊田君承認発議、Ｒ財団補助金申請、青少年

交換シャロン君受入れ、そして次年度米山奨学生受

入れの件などです。 
そして歴史に残る大震災の前日、９回目の理事会

では地区大会開催に向けて協議を行ったり、海外の

地震災害に義援金出すことで承認をしていました。 
予想出来ない未曾有の災害で例会を一度中止を余

儀なくされましたが、二週間後には例会日程見直し、

震災対応策、同支援方法などが三回の臨時理事会で

決まりました。会員の協力で素早くクラブ義援金１

００万円も決まりました。震災の影響で地区、他ク

ラブなどの行事はしばらくの間中止になりました。

クラブのみならず社会全体が自粛ムードが広がり

ました。しかしクラブに明るいムードを与えてくれ

たのはチャーターメンバーである杉山会員の百寿

の祝いでした。 
会長幹事会でグループ内他クラブの海外友好ク

ラブにおいては盛んに震災に支援の輪を広げてお

り、各クラブでも敬意を申しあげている現状です。 
大きな反省点として、個人的理由で地区諸会合に

積極的に出席出来なかったこと、参加後の二次会に

も同行出来なかったことです。 
クラブの庶務担当、会長の黒子役、クリスマスの

プレゼンターなど等楽しい忙しいそんな一年でし

た。 
最後に会員の皆様のご協力を感謝申しあげます。 
山岸義弘会長挨拶 

一昨年の１１月、会長エレクトの平岡勲一郎会員

が体調をくずされまして、急遽繁田指名委員長より

次年度会長の指名を頂きました。青少年交換留学生

のピロン君のファーストホストファミリーがなか

なか決まらないなど、スタート時はとまどいました。 

本年度は前年度に５０周年記念式典を迎えた入

間ＲＣの新たな半世紀へのスタートの年として、

「ルネッサンス 輝く未来へ」と題して、すべての

ことに検討を加え、より効率良く且つ有意義で楽し

いクラブに向けての再構築が必要な時期であると

も考え、一年間会長をやらせていただきました。 

１ 会計の処理方法を企業会計基準に則った方式

に改良し、起票伝票も領収書を伝票に添付して、わ

かりやすいものにしました。また特別会計の処理法

もそれぞれに特性にあわせて、規定いたしました。 

２ 会長エレクトの期間に時間の制約のあるなか

で多くのことを決定しなくてはいけませんので、会

長エレクトの業務システムを作成して、処理の効率

化をはかりました。役員理事候補の選考、委員長の

選考時に有用な前会員の過去の委員会等の履歴一

覧、年度計画書掲載の会務分担表、所属委員会一覧

表の作成、一般会計予算書の検討及び作成、年間例

会ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの検討及び作成等が含まれています。 

３ 会長の年間の出席行事一覧表を作成いたしま

した。入間ｸﾗﾌﾞ関連、地区セミナー等の関連、他団

体との関連などです。 

４ クラブのＨＰの活用を進めました。ｸﾗﾌﾞ週報、

各種の決算書、ｸﾗﾌﾞ事務局よりの案内等、ＨＰ又は

e-mail にて処理をする方法で希望者を募りました。 

反省点としては 会員増強です。純増３名の目標

が、ﾏｲﾅｽ３名の結果になってしまいました。私の不

徳のいたすところで、大いに反省をしています。 

３月１１日に東日本大震災が発生いたしました。

西川 G、立原 G ｴﾚｸﾄも支援には永い年月が必要であ

ろうとしております。今後入間 RC においても、そ

の時その時いろいろな対応支援が求められるとか

んがえられます。入間 RC として、より一層輝いた

活動ができるよう、頑張っていきましょう。 

最後に皆様の絶大なるご協力で終了することが

出来ます、一年間ありがとうございました。次の宮

寺年度の益々の活躍をお祈り申し上げ、会長の挨拶

といたします。 

 

会員数 出席数 出席率 前回修正率

43 名 30 名 73.2％ 83.3％ 

会報委員会（水村 滝沢 宅見）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■2010-2011ＲＩ会長：レイ・クリンギンスミス          ■ＲＩ第 2570 地区ガバナー：西川 武重郎 

■会長：山岸 義弘 幹事：関谷 永久 会報委員長：水村 雅啓  ■当番：吉沢誠十 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Rotary Club of Iruma  Club Bulletin 

入間ロータリークラブ週報      

■例会日：木曜日 12：30～13：30   

■例会場：丸広百貨店入間店６Ｆ バンケットホール  

Tel.04-2963-1111  

■事務所：〒358-0023 入間市扇台 3-3-7 ハイツ斎竹 101 号 

Tel.04-2964-1700 Fax.04-2965-5788    

Email：iruma－rc＠jupiter.plala.or.jp

2010-2011 年 RI テーマ 第４７号 ２６６３回例会  ２０１１年 ６月 ３０日（木） 

■■■会長の時間       山岸義弘会長 

 

本日は月末のお忙しい中を、多数のご参加をいただきまして、 

特に奥様方の参加が１４名とありがとうございます。 

今日は報告事項が二つあります。 

まずは予定していた第2回Ｒ財団部門セミナーが東日本大震災の

影響で中止となりましたので、後半のＲ財団部門の動向が資料にて

届きました。ご確認ください。もう一つは昨日、県立豊岡高校の学

校評議委員会に出席してまいりました。これは本年度青少年交換留

学生のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑで、豊岡高校の板木さんをベルギーに派遣、ベルギ 

ーよりピロン君を同校で受入れていただいた縁で、学校評議委員の

依頼がきてお受けしたものです。 

 
昨年の第一例会が７月１日でした。今日が６月３０日で丸々一年間 

フルに会長職を勤めさせていただきました。会員の皆様にはこの一年 

間のロータリーライフにご満足いただけたかどうか判りませんが、精 

一杯頑張ったつもりです。いずれにしても、皆様のご協力で無事に終 

了することができました。ありがとうございました。 

宮寺会長の次年度が、益々充実したロータリー活動ができますよう、 

心より祈念いたしまして、本当に簡単ですが、挨拶といたします。 

本日はゆっくりと楽しくご歓談ください。 

 

■■■幹事報告        関谷永久幹事 

・今年度の支払いで立替等がある方は、至急事務局に連絡してください 

 

★車中での最終例会★ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会報委員会（水村 滝沢 宅見）
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