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≪8月プログラム≫ 

 

≪今月のお祝い≫ 

会員誕生日 
齋藤金作君 吉永章子君 
齋藤福太郎君 

夫人誕生日 石川桂子様 

結婚記念日 吉沢誠十君 
 

≪ビジター・ゲスト≫ 

米山奨学生          李 宝雲 様 

会長バッチ交換 

 

山岸前会長から 

    宮寺新会長へ 

  

 

 

 

 

■■■会長の時間        宮寺成人会長 

               （プロフィール） 

 私のプロフィールを簡単にご紹介致します。 

飯能市下直竹で昭和 27 年 1 月 15 日の「成人の日」

に生まれた関係で｢成人｣と名付けられました。 

昭和 49 年 3 月に明治大学政治経済学部経済学科を

卒業し、同 50 年 8 月に田中早苗公認会計士事務所

に就職、同62年 1月税理士事務所を開業しました。

８年後に念願の事務所を建て、その年摂田会員が会

長の時にロータリーに入会させていただき、現在に

至っております。 

田中公認会計士事務所に勤務した際所長室のド

アに貼ってありました「所沢ＲＣ職業奉仕委員会」

のポスターの言葉を読んで自分が今迄ＲＣに対し

て抱いていた素晴らしいイメージが結実されまし

た。それは・・・ 

私たちはプロ（職業人）である   

・健康でファイトを持て それがプロの第 1 課だ。 

・正確・迅速・誠実 それがプロの仕事だ。 

・プロには無駄がない 仕事にも、時間にも、経費

にも。 

・プロの世界は厳しい 仕事に甘さがあるうちは 

プロではない。 

・プロは職務に忠実であり、職務を通じて社会に奉

仕する。 

 

ＲＣに入会した際摂田会長から渡された4つのテ

ストの最初にある「真実かどうか」という言葉に先

ず驚かされました。 

会計処理の原則には 7つありその、その最初が「真

実性の原則」です。ＲＣが会計・税法と関係ないと

ころで真実を問うのは、人生において「真実かどう

か」が重要であり、「あなたは自分の人生をもう一

度考えてみなさい」と言われたような気がしたから

です。 

 今やクラブが 200 以上の国と地域に広がり、クラ

ブ数 3 万 3995、会員総数 121 万 3608 人となり、こ

れだけ広域で政治経済文化の違う人々の心を引き

付けるのは、多分「綱領」とその実践規範である「5

大奉仕」にあると思いました。 

ここにＲＣの原点があることを認識しながらこ

の 1年間活動致しますので、どうぞよろしくご指導

のほどお願い致します。 
■■■幹事報告       加藤国夫幹事 

第 1回理事会報告＜協議事項＞ 

1.8 月のプログラム 

 当番 内 容 

4 日 石川嘉 
会員卓話 パスト会長    

摂田会員 山根会員 

11日  クラブ定款により例会取止め   

18日 岩崎 
講師卓話 入間市防犯課    

高橋参事様他 

25日 上野 
講師卓話 地区会員増強・クラブ

拡大委員長 渋澤健司様 

2011-12年度 RI テーマ 

■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 

 ■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 

 ■2010-2011ＲＩ会長：カルヤン・バネルジー 

 ■ＲＩ第2570地区ガバナー：立原 雅夫 

 ■会長：宮寺 成人 幹事：加藤 国夫 会報委員長：宅見 允

 ■当番：新井 格 

第 1号 ２６６4回例会 ２０１１年７月７日（木） 



2.パーマネントファンド(半期 10＄以上)食事費よ

り飢餓ランチとして支払う 

3.旧年度最終例会会計報告 

4.ＨＰ更新の件 

5.入間市少年野球大会 7/24 出席 

6.事務局員夏季休暇 8 月 10・11・12 日 

7.入間青年会議所 35 周年 出席  

8.東日本大震災 車椅子９脚が集まりました、追加

の１脚分をニコニコより拠出 

＜報告事項＞ 

7/6(水)会長幹事会・万燈まつり実行委員会  

7/9(土)地区役員合同会議 7/10(日）米山奨学部

門セミナー・入間青年会議所 35 周年式典 8/1

（月）埼玉県暴力排除条例に伴うキャンペーン 

 

■■■委員長報告 

クラブ奉仕委員会       友野政彦委員長 

 プログラム委員長に代わりまして8月のプログラ

ムを発表致します。（本会報に記載） 

雑誌委員会          石川山治委員長 

横 5 ページＲＩ会長 22 ページ立原ガバナーのメ

ッセージ。その他横 39 ページ縦 2 ページ・16 ペー

ジを是非お読み下さい 

ロータリー美術館       齋藤金作委員長 

ガバナー訪問時のＲ美術館への出品依頼をお願

いしておりますが、ガバナーを歓迎する意味でどの

ような作品でも結構です。お待ちしておりますので

宜しくお願いします。 

社会奉仕委員会        齋藤栄作委員長 

災害復興支援の車椅子を 10 脚送ることになりま

した。6月 30 日東京西ＲＣが、現地視察に行き現場

のニーズが刻々と変わっているので早急に送る事

が肝要。当クラブとして７月 20 日頃までに送りた

い。 

新世代部門委員会       滝沢文夫委員長 

 青少年交換留学生 板木さんが 7 月 17 日(日)に

帰国されます。ＫＬＭ863 便 11：40 着の予定 お迎

えに行きますので宜しくお願いします。 

＜ニコニコＢＯＸ＞      諸井克彦ＳＡＡ 

宮寺成人君～会長として一所懸命励みますので宜

しくお願いします。加藤国夫君～幹事としてお世話

になります。石川山治君～山岸・関谷年度ご苦労様、

宮寺・加藤年度頑張って下さい。山岸義弘君、岩崎

茂君、吉永章子君、滝沢文夫君～宮寺年度スタート

心からお祝いします。頑張って下さい。石川嘉彦君

～元気出そうぜ東北。平岡達也君、後藤賢治君～宮

寺会長・加藤幹事 1年間宜しくお願いします。友野

政彦君～写真ありがとう。忽滑谷明君～早退します。 

本日¥49,000  累計¥49,000 
 

＜出席報告＞       晝間和弘出席委員長 

＊事前欠席連絡 3 名 

 

■■■会長・幹事・ＳＡＡ挨拶■■■ 

宮寺成人会長挨拶       

 ＲＩカルヤン・バネル

ジー会長は、まず自分自

身を見つめ直すこと「心

の中を見つめよう博愛を

広げるために」とテーマ

を掲げ、強調事項として

「家族・継続・変化」を

掲げました。立原ガバナーはロータリーを考え、ス

マートロータリー探して、と「ロータリーが生き残

る道を探すテーマ」を掲げられました。その手法と

して「ロータリーってなんですか もう一度あなた

に問いかけます」と結んでいます。 

私の今年度のテーマは「ロータリー・ロータリー・

ロータリー」としました。副題として「ロータリー

に入って変わりましたか」です。 

定款の 4条の綱領（目的）は、   

「①奉仕の機会として知り合いを広めること。 

②事業及び専門職務の道徳的水準を高めること。あ

らゆる有用な業務は尊重されるべきでるという認

識を深めること。そしてロータリアン各自が業務を

通じて社会に奉仕するために、その業務を品位あら

しめること。③ロータリアンすべてが、その個人生

活、事業生活および社会生活に常に奉仕の理想を適

用すること。 

④奉仕の理想に結ばれた、事業と専門職務に携わる

人の世界的親交によって、国際間の理解と親善と平

和を推進すること」と規定しています。 

これらを理解することこそロータリーを理解す

るうえで重要でありますので情報委員長に例会で

の研修をお願いします。 

今年度の「重点方針」は次の通りです。 

１．家庭集会の実施 ロータリー活動を理解し楽し

むには、事業に関する家庭集会を開催することが重

要です。 

２．会員増強目標 3名  クラブ維持のために増強

は不可欠です。 

３．効果的な広報活動の実施  ロータリークラブ

の認知度を高める努力が必要です。 

４．創立 50 周年記念継続事業の実施 ＬＥＤ防犯

灯の設置と月桂樹移植事業を最終記念事業として

行います。 

５．東日本大震災の被災者を支援する事業の実施 

 

６.会長は全ての委員会の委員になりますので、各

委員長に委員としての意見を申し上げます。 

 

①クラブ奉仕 全ての委員長とのコミュニケーシ

ョンをとってください 

会員数 出席数 出席率 前回修正率

42 名 33 名 81.0％ 82.9％ 



② 職業分類  7 月中に未充填職業を増強委員会

に報告願います 

③会員選考  3 人の増強予定ですので対応をお願

いします 

④会員増強  職業分類から業界代表として入会

を促していただきたい 

⑤ロータリー情報 「綱領」の研修例会を早い時期

にお願いしたい 

⑥出席 メーキャップがＲＣの勉強となりますの

で継続をお願いします 

⑦会報 例会記録である週報の発行をお願いしま

す 

⑧親睦活動 リスクを回避しながら震災地の支援

をお願いします              

⑨雑誌 感動したロータリーの友の紹介をお願い

します 

⑩プログラム 年間を見通しながらロータリー月

間を重要視して下さい 

⑪広報  マスコミとの接触、ホームページの更な

る充実をお願いします 

⑫ロータリー美術館 感性に刺激のある企画をお

願いします 

⑬職業奉仕 「道徳的水準を高める」具体的方法の

検討願います 

⑭健康管理  男性の 50％はガンでなくなります。

この研究をお願いします 

⑮社会奉仕  入間市に何を奉仕すべきか原点に返

り再考を願います 

⑯地域発展「地域発展とは何か」十分検討願います 

⑰環境保全 原子力発電等に対する情報提供をお

願いします 

⑱国際奉仕 「国際理解・親善・平和を推進する」

の再検討をお願いします 

⑲世界社会奉仕 書き損じはがき等身近な誰でも

できることからお願いします 

⑳ロータリー財団 奨学生の活躍の様子を紹介願

います 

21 米山奨学会 帰国後の奨学生の活躍の様子を紹

介願います 

以上ロータリーを勉強しながら会長職を努めます

ので、よろしくご指導のほどお願い申し上げます 

加藤国夫幹事挨拶 

今年度、宮寺会長の下幹事を

仰せつかった 

加藤でございます。 

幹事と言う役柄に恥じぬよ

う、汚さないように、宮寺会

長と二人三脚でこの一年間

務めさせて頂きます。 

幹事と言うのは会長の補佐役であり、私も、宮寺

会長が重責を十分に発揮できるよう、黒子役に徹し

て参りたいと思っております。今年度会長の強調事

項でもありますようにロータリーを楽しみながら

学んでゆく。それぞれの委員会での家庭集会を通し

て親睦を図りロータリーライフを楽しいものにし

ていく、私はそう理解しています。 

幹事と言う役職は自分で何かを決めて行動する

と言う事では有りませんので、クラブの定款クラブ

細則に付いても細心の注意を払いながら調和を大

切にし、よりよいクラブ運営の担い手になりますよ

うに頑張って行きたいと思っております。 

私の好きな言葉の 1 つに「一所懸命」があります。

結果については意識しませんが一所懸命頑張りま

すので宜しくお願い致します。 

諸井克彦ＳＡＡ挨拶 

 会場の秩序を保ち議事の

進行、会場への入退場、会場

設営、座席指定、食事の手配、

遅刻・欠席者の承認他を行い

ますが、私自身例会場におい

てリラックスできる場所を

提供して行くことが大事ではないかと思います。今

まで協力し合って何かを成し遂げるという経験は

あまりなくプライベートの「趣味」でも字のごとく

走り取って味わうと書くごとく競い合うものが多

く 1人相撲の点がありました。今まではその分輪の

中に溶け込めない面もあったかもしれません。不慣

れでは有りますが与えられた職務を全うしていく

所存です。ニコニコボックスも熱意を持って目標達

成に努めます。「輪の中の和」になってＳＡＡの役

割を果たして行きますので宜しくお願いします。 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加藤幹事  宮寺会長 諸井ＳＡＡ 吉永エレクト 

   

 

 

 

 

 

■回覧、配布物 

① 会員名簿一覧 訂正・追加等お願い 

② ガバナー公式訪問日程表 

③ 職業奉仕部門セミナー講演会のご案内 

④ 7/21 ガバナー公式訪問出欠表 

⑤ 全国ローターアクト研修会報告書 

⑥ 他クラブ週報・例会変更のお知らせ 

週報 46・47 号 

会報委員会（宅見・石川嘉・豊田）

1 年間宜しくお願いします
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≪ビジター・ゲスト≫ 

第2570地区 第3 ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 井花富男 様 

入間南ロータリークラブ      会長  鈴木豊士 様 

入間南ロータリークラブ      幹事  雙木行雄 様 

「

この町が大好きで

す」を年度テーマに

掲げさせて頂きまし

た。まだまだ地元の

知らない事や、入間

南ＲＣも知られてい

ないでしょうから皆

様のご指導ご鞭撻宜しくお願い致します。 

 

ロータリー財団国際親善奨学生    工藤聖彦 様 

 私が入間ＲＣにお世話になって

一年が過ぎ、正式に国際親善奨学

生になりました。又、6 月下旬に

留学先のドイツのデトモント音楽

大学の入学試験を受け、今正式の

結果を待っているところです。こ

れからも末永く宜しくお願い致し

ます。  

 

■■■会長の時間          宮寺成人会長 

 今日はガバナー補佐の井花様に訪問頂いております。

4月30日に第1回の会長幹事会がガバナー補佐の所属

される新狭山ＲＣ担当され、狭山市東武サロンで行わ

れました。その時ある会長から質問がありました。「青

少年交換プログラムを行ったり、米山奨学生を受け入 

れたりしても、ほとんどの方が帰国して音信不通にな

ることが多い。こんなことを行う意味がありますか」 

補佐は、「私も小さい時からいろんな方にお世話になり 

 

 

 

ながら、ほとんど恩返しをしないで来ました。ただ心 

の中にそのことは忘れずにあります。」と答えられ、こ

の言葉は私の心に響きました。人の心が世界共通であ

れば目先の生活に追われていても、思い出すこともあ

り、綱領の 4 番目に国際間の理解、親善、平和を推進

するということにつながるんではないかと思いました。 

また7月6日に3回目の会長監事会があり、所沢東

ＲＣが担当され所沢セレスで行われました。その会長

が私に「明日 7 日が初めての例会でやっとですね。入

間さんもそうですね」と話しかけて下さいました。私

も同じことを感じており会の後幹事とすぐ分かれ帰宅

しました。7日の朝は5時に目が覚めました。珍しく夢

を見てその夢をはっきりと覚えていたのでした。なぜ

か池袋に朝10 時 30 分にいて例会に間に合うなと思い

ながら、次のシーンは 5 時になっていて例会に間に合

わなかったと気がついて起きました。かなり緊張して

いたと感じました。来週は第 3 回目の例会に立原ガバ

ナーが訪問されます。１０時３０分から１５時までの

長時間になりますので、熱中症対策をされながらよろ

しくお願いします。 

■■■幹事報告            加藤国夫幹事 

1.7/23社会奉仕部門セミナー参加者募集4名 

2.地区分担金・ＲＩ分担金の送金 

3.事業参加費の前年度明細書配布、今年度会費納入お

願い致します。 

4.7/10 入間青年会議所35周年式典に参加 

■■■委員長報告 

会報委員会              宅見允委員長  

心機一転装いを新たにポップ調にチェンジし、 

「Weekly Report」としました。見やすく分かりやす

い簡潔な週報を心がけますので、場合によっては原文

内容を大きく改ざんしてしまう事もあろうかと思われ

ますが、その時はお許し下さい。 

親睦委員会             宮崎正文委員長 

7/28に新旧役員慰労激励会が武蔵クラブにて夜間例会

を開催します。参加宜しくお願いします。 

ロータリー美術館         齋藤金作委員長 

来週に迫りました、ガバナー訪問時のＲ美術館への

出品を当日迄に常連の方は勿論、新しい方も是非出品

下さる様お願いします。 

■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 

The Rotary Club of Iruma  

入間ロータリークラブ 

Weekly Report 

第２号 ２６６５回例会 ２０１１年７月１４日（木） 

東日本大震災コーナー 

災害復興支援の車椅子１３脚を 

石巻市社会福祉協議会に寄贈 !! 

2011-12年度RIテーマ 

■2010-2011ＲＩ会長：カルヤン・バネルジー 

■ＲＩ第2570地区ガバナー：立原 雅夫 

■会長：宮寺 成人 幹事：加藤 国夫 会報委員長：宅見 允  

■当番: 荒井 正武 

■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
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社会奉仕委員会          齋藤栄作委員長 

 災害復興支援の車椅子１３脚を石巻市社会福祉協議

会に入間ＲＣとして寄贈が決まり皆様ありがとうござ

いました。又、LED防犯灯を今年度は４０基設置する事

が決まっていますが、設置場所を会員と地元の方々と

コミュニケーションを執りながら決めさせて頂きたく

ご協力宜しくお願い致します。 

米山奨学委員会          粕谷康彦委員長 

  7/10に米山奨学部門セミナーに、李宝雲さん他四名

で参加し、奨学生 21 人のスピーチを聞いて来ました。

2570 地区で米山奨学生を今までに 16,200 人を送り出

しており、寄付金の話で申し訳有りませんが普通寄付

金4000 円と特別寄付金を出来れば会員全員で5000 円

から一万円をお願い致します。 

新世代部門委員会         滝沢文夫委員長 

 青少年交換留学生の板木さんが7/17に帰国されます

のでお迎えに行って参ります。又、個人的に 7/8,9 に

石巻市の外れへ社会福祉協議会主催のボランティアに

行って参りました。２４時間のハードスケジュールで

次回皆様にも一緒に参加しようと考えていましたが、

断念いたしました。 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞        諸井克彦ＳＡＡ 

鈴木豊士様・雙木行雄様～今日はお世話になります。

松井秀男君～お世話になりました。石川嘉彦君、山岸

義弘君、宮寺成人君、吉永章子君、細淵克則君、岩崎

茂君、加藤国夫君、森田英郎君、関谷永久君、忽滑谷

明君、豊田義継君～井花ガバナー補佐・鈴木会長・雙

木幹事ようこそ。斎藤福太郎君、繁田昌利君、石川山

治君、岩崎茂君、友野政彦君、滝沢文夫君、粕谷康彦

君、忽滑谷明君、関根靖郎君、宅見允君、晝間和弘君、

豊田義継君～東北ガンバレ・車椅子役に立てて嬉しい

です・加藤さん写真ありがとう。荒井正武君～皆様こ

んにちは。石川嘉彦君、齋藤金作君、山岸義弘君～ガ

ンバッペ東北。関根靖郎君～早退します。 

本日\54,000  累計\103,000 

 
＜出席報告＞         晝間和弘出席委員長 

＊ 事前欠席連絡 5名 
 

 

■回覧、配布物 

① 新旧役員慰労激例会 
② 会員名簿 
③ 学友会たよりVol.19 
④ 事業参加費の前年度明細書 
⑤ ハイライトよねやま136 
⑥ 7/21ガバナー公式訪問出欠表 
⑦ 他クラブ週報・例会変更のお知らせ 
⑧ 武蔵野音大管弦楽団演奏会  
⑨ 諸井会員より今年もカブト虫 
⑩ 週報1号 
 

 

■■■ 講 師 卓 話 ■■■ 
第2570地区 第3 ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾊﾞﾅｰ補佐  

井花 富男 様   

 

ポール・ハリス

はマニラで開

かれた第５回

太平洋地域大

会の途中に東

京でなされた

記念植樹。その

貴重なポール･

ハリスの分身とも云える月桂樹の三世が、宮寺会長年

度で入間の地に育まれていく事に実に感動を覚えます。

実に素晴らしい記念事業だと思います。 

その東京での記念植樹の事は「The First Rotarian」

で触れられており、サンフランシスコからポール・ハ

リスと親しく同行している日本人についても記述があ

りました。1965年まれの外交官から弁護士となり、時

のクーリッジ米国大統領の信任厚く、ＵＳスチールな

どの米国企業の顧問弁護士をしていたRI理事の宮岡恒

次郎という人でした。 

東京ＲＣの創立メンバー（職業分類は弁護士）で、

オーナー社長や大企業の役員、日銀の理事、東京商科

大学学長等、いわゆる大きな組織の大御所の多い創立

メンバーの中では専門的職業の宮岡恒次郎は異色に見

えました。米山梅吉さんに次いで日本人として二人目

のＲＩ理事（1934～35年度）を務めた方で、日本のロ

ータリアンで初めて国際ロータリーの大会に出席しス

ピーチした方と言われています。 

大森貝塚発掘で有名な米国人のエドワード・モース

や、日本美術に深い関心を寄せ、岡倉天心とともに古

寺の美術品の保護や東京美術学校の設立に尽力した米

国人のアーネスト・フェロノサの通訳をして大変親し

かったそうです。モースは川越から吉見百穴を見学し

て熊谷を訪れています。その時に通訳として同行した

のが、14歳の宮岡恒次郎でした。モースの二度目の川

越訪問では氷川神社の当時の山田宮司と会っています。 

何故こんなローティンの子が英語を話せ、明治の草

創期に日本の文明開化を担った超一流の外国の人たち

と接触できたか。それは明治新政府は東京英語学校(後

の第一高等学校)を創設、英語で授業を行っています。

宮岡は、米国留学時にモースと親しくなり、東京英語

学校に通っていました。 

モースの紹介で日本に来たフェロノサ、朝鮮の遣米

使節団に米国政府一員として参加したﾊﾟｰシヴァル・ロ

オウェル、みな友人として繋がりがあった訳です。実

に羨ましい限りです。 

隣の第2770地区からはRI会長が輩出します。当地

区では身近に？日本のロータリーの草創期に国際的な

ロータリアンがおられたかも知れない事を紹介させて

頂き卓話とします。有難うございました。 

 

 

 

会員数 出席数 出席率 前回修正率 

42名 32名 80.0％ 76.3％ 

会報委員会（宅見・石川嘉・豊田） 
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≪ビジター・ゲスト≫ 

ＲＩ第2570地区ガバナー 川越ＲＣ 立原雅夫 様 

第2570地区 第3 ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 井花富男 様 

ＲＩ第2570地区副幹事  川越ＲＣ 山口滝太 様 

 

■■■会長の時間          宮寺成人会長 

本日は立原雅夫ガバナー入間ＲＣへの訪問ありがと

うございます。又、井花ガバナー補佐は 2 週連続の訪

問お世話になります。 

ガバナー方針の中に「Ｓｍａｒｔ（賢い）Ｒｏｔａ

ｒｙを探して」とあり、副題が「継続できるロータリ

ークラブとは」です。そして「ロータリークラブとは

何ですか、もう一度あなたに問いかけます」と方針の

最後を締めくくっています。この「探していこう」と

いう言葉に共感いたしました。 

ＲＩ会長も「こころの中を見つめよう」とメッセー

ジを掲げております。ロータリアンがもう一度原点に

返りロータリーを考えてゆく中で「継続できるロータ

リークラブ」の回答も得られるのではと感じました。 

200 以上の国と地域に、クラブ数 34049、会員総数

1217668人で、同じ定款により運営されているこのロー 

タリーの不思議さを考える時、自分のロータリーにつ

いて勉強不足を感じる次第です。定款・細則に沿った 

運営をしながら、その回答を探したいと思います。 

 

 

       

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガバナーがペッツの時に発表した方針に、東関東大

震災への思いが加わりました。これが地区の特別事業

費（1850万円）となり分担金1万円を各ロータリアン 

が負担することになりました。入間ＲＣは繰越金の中

から支払うことに承認をいただき予算組がされました。

使途については被災し親族を失った子供への支援との 

お話でした。 

建築家の安藤忠雄さんらが創設した「桃・柿育英会」

は、ことわざの「桃栗3年柿8年」にちなみ、遺児の

成長を末永く見守っていこうという決意を込め、一般

から資金を募り、震災遺児を経済支援する趣旨です。

安藤さんは、阪神大震災の時にも企業や個人から約 5

億円が集まり、震災遺児の小中高生計 418 人を支援し

ました。今回も会員から毎年1万円ずつ10年で10万

円を支援してもらう計画で、集まった資金は被災地の

教育委員会を通じ、子供に給付する予定とのことです。

これを知っておりましたので地区の特別会費の使い方

に賛同します。今年１年どうぞよろしくお願いします。 

 

■■■幹事報告            加藤国夫幹事 

1.ロータリー財団奨学生 工藤聖彦君 希望留学先デト

モルト音楽大学より正式合格通知を頂きました。 

2.2011～12年度 国際Ｒ2570地区 第3グループ 

 フレッシュマン研修セミナー開催 日時は後日報告 

■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 

The Rotary Club of Iruma  

入間ロータリークラブ 

Weekly Report 

第3号 ２６６6回例会 ２０１１年７月21日（木）

2011-12年度RIテーマ 

■2010-2011ＲＩ会長：カルヤン・バネルジー  

■ＲＩ第2570地区ガバナー：立原 雅夫 

■会長：宮寺 成人 幹事：加藤 国夫 会報委員長：宅見 允  

■当番: 石川 山治 

■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

立原雅夫ガバナー公式訪問例会開催

会場：武蔵クラブ 
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■■■委員長報告 

社会奉仕委員会          齋藤栄作委員長 

 車椅子寄贈の際、石巻市社会福祉協議会の地域福祉

推進課の佐藤課長と連絡を取らせて頂きました。これ

からの直接な窓口を一つ構築でき、具体的な支援の話

が出来るかと思います。 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞        諸井克彦ＳＡＡ 

石川嘉彦君、平岡達也君、吉永章子君、加藤国夫君～

立原ガバナー・井花ガバナー補佐ようこそ本日は宜し

くお願い致します。石川嘉彦君～ﾈﾊﾞｰｷﾞﾌﾞｱｯﾌﾟ東北。 

本日\8,000  累計\111,000 

 
＜出席報告＞         晝間和弘出席委員長 

会員数 出席数 出席率 前回修正率 

42名 38名 92.6％ 82.5％ 

事前欠席連絡 4名 

 

■■■ ガバナー公式訪問挨拶 ■■■ 
ＲＩ第2570地区ガバナー  

川越ＲＣ 立原雅夫 様 

国際ロータリー会長 

Ｋ・バネルジー氏は本年度の

テーマを「心の中を見つめよ

う、博愛を広げるために」と

提唱しました。 

ロータリアンは自らの心を

見つめなおし、その後周りの

世界を見つめてみようと説

明された。 

 

３強調事項を発表しました。 
1)家族：Ｒ活動は家族が基本です。そして職業・社会 

    国際奉仕に通じます。 

2)継続；もっとも得意とする「ロータリーの奉仕」を

続けより高いレベルへ。  

3)変化；激しい時代の変化には、自らが変化しなけれ

ばならない。 

地区テーマは、 「Smart Rotaryを求めて」 

～継続できるロータリークラブとは～ 

 

「ロータリーって何ですか？」の問いに、あなたは

簡潔にどの様に答えられますか？ 

３．１１の「東北大震災」「原子力発電所災害」に、ロ

ータリアンとして得意のはずの奉仕の方法が見つから

ない。皆様は、いかがでしょうか。 

私自身、まだまだロータリーを理解していないことに

いらだちを感じた。 

ますます、「ロータリーって何ですか？」・・・・・ 

１９０５年にシカゴでP・ハリス他３人で始まったR

活動もおよそ１００年が経過。 

その間、社会的不安定、経済的格差や世界戦争等を乗

り越えて、現在のロータリーを創造してくれた。先人、

先輩たちのご尽力に感謝と拍手をおくりたい。この約

１世紀の終着として「ポリオ・プラス」に表現されて

いる。「End Polio Now」「Last Inch Now」など成

功させたいと思う。しかし、これからの１００年に向

かってＲＣはどうするべきか？ 

この１年間、皆様で大いに語ろうではありませんか。 

最近の時代背景は、コンピューターや通信技術の発

達など科学・技術の大きな変化にともない新しいビジ

ネスモデル出現、世界の生活環境など大きな変化をし

ている。世界に巨大化した R 活動も必要にその対応性

が要求されることとなるだろう。 

そこで、ＲＩとＲ財団では次のような内容で次世代

への対応を始めた。 

＊国際ロータリーでは、「RI長期計画」を策定し新し

いロータリーを構築しようとしている。 

その優先項目は、標語「超我の奉仕」に向かって 

1） クラブのサポートと強化 
2） 人道的奉仕の重点化と増加 
3） 公共イメージと認知度の向上 
＊ロータリー財団では、「未来の夢計画」を発表し次

世代へ移行する計画。 

1） 新補助金制度の策定 ①新築補助金  ②グロー
バル補助金 

2） 財団学友 
次世代に向かっては、ＲＩとＲ財団が統一したベクトルの

方向を示し、新しいロータリー活動を目指すようになった。 

大いに、大勢の皆様と未来の夢を語り合い次世代のロータ

リーを考えてみたい。 

そして、「ロータリーって何ですか？」の答えを見つけたい。 

＊『Doing Good in the World』世界でよいことをしよう！ 

現在、これが世界の合言葉です。 

＊「明るく・楽しく・美しく」今年は地区を運営してゆきたい。 

ご協力をお願いいたします。 

 
 

■クラブ奉仕委員会     友野政彦委員長 

積極的に家庭集会を開き、効果的なツールを用いた

広報を行なって会員増強に繋がればと思っています。 

■職業分類委員会      大野賢次委員長 

会員増強の目標を達成する様に、未充填職業を会員

増強委員会に連絡。クラブのテリトリーの中で有力な

会員候補の職業の分類に心掛ける。又、現在の会員の

職業が反映するように改める。 
■会員選考委員会      森田英郎委員長 

ロータリーの奉仕活動に共鳴して頂ける方を仲間た

ちと考慮し、会長方針の３名増強に努力して参ります。 

■会員増強委員会      吉沢誠十委員長 

クラブの魅力を全会員で入会候補者に伝達し、３名

以上・特に若い方の増強を図りたいと思います。 

■ロータリー情報委員会    岩崎茂委員長 

各奉仕活動の情報の収集と分析・研究を各委員会及

びクラブメンバーの協力を得て実施する年度としたい。 

■出席委員会        晝間和弘委員長 

会員が出席義務を果たせる様サポートし、会員相互

の親睦が深められる様積極的に取り組んで行きます 

■会報委員会         宅見允委員長 

情報内容の簡素化と入間ＲＣらしいユニークさを出

し、各委員会と連絡を密にしてクラブ活動・ロータリ

ー情報を多く掲載していきたいと思います。 

■■■第２回クラブ協議会■■■ 
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■親睦活動委員会      宮崎正文委員長 

家族を含む皆さんに参加し易く楽しい計画を立て、

皆と知恵を出し合い有意義なものにして、特に東日本

大震災支援活動の一環で何かやろうと思っております。 

■雑誌委員会        石川山治委員長 

各委員会と連携をとりながら、内外ともに「ロータ

リーの友誌」を広く読んで頂ける様努力いたします。 

■プログラム委員会     忽滑谷明委員長 

会員増強、クラブの認知度を高める事業、大震災の

復興支援事業を取り入れたプログラムに向け、特に卓

話には会員の協力をお願い致します。 

■広報委員会         繁田光委員長 

先日井花ガバナー補佐よりプレスリリースの纏めを

頂きましたので、それらを用いて記者クラブ等を訪問

しロータリー活動の広報に努めたいと考えております。 

■ロータリー美術館     齋藤金作委員長 

当クラブ独特の美術館は36年前に始り、ずっと継続

しています。立原ガバナーとはお父様の代からのご縁

もあり嬉しく思います。今後共宜しくお願い致します。 

■職業奉仕委員会      西山祐三委員長 

職業奉仕とは難解で解り辛いと考えますが、理解す

べく勉強して参りますので一年宜しくお願いします。 

■健康管理委員会      繁田昌利委員長 

今年は体力測定を是非実施できればと考えておりま

す。又、ゴルフか歩く運動も計画したいと思ってます。

■社会奉仕委員会      齋藤栄作委員長 

活動方針は地域にすむ人々の生活の質を高め公共の

ために奉仕することです。地域に根付いた事業をより 

効果的に行うために地域交流会を５年間に渡り活動し 

ています。また市内全域の区長会を巻き込んだ、環境 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を考えたＬＥＤ防犯灯設置推進事業も創立５０周年以

来継続的に３年間行っています。これらの事業がロー

タリークラブの手を離れて市内全域に広がる事こそロ

ータリーの社会奉仕活動の一つの姿であると考えます。 

■地域発展委員会       大塚拓委員長 

「地域の発展とは何か」について家庭集会を開き、

真の地域発展・活性化計画を展開して参ります。 

■環境保全委員会       豊田義継委員 

加治丘陵の保全活動を行い、又、今後の電力供給の

あるべき姿を検証していきたいと考えております。 

■ロータリー財団委員会   上野弘勝委員長 

ロータリー財団の趣旨を会員に理解して頂き、寄付

目標達成の為、ロータリー財団に卓話をお願いする。 

■国際奉仕委員会      関谷永久委員長 

インターナショナルに向けてのロータリーの人的・

物的な奉仕支援が大事と考えております。 

■世界社会奉仕委員会      新井格委員 

特に活動計画にあります世界寺子屋運動の支援を通

して情報格差を無くし、誰でもが文字が読める様に奉

仕する活動を続けていく事が大事と考えています。 

■米山記念奨学委員会    粕谷康彦委員長 

米山奨学会の歴史、趣旨に沿って寄付の協力をお願

いします。多くの留学生を迎入れ信頼関係を築く事が、

日本のロータリーに最も相応しい国際奉仕事業である。 

■新世代奉仕部門委員会   滝沢文夫委員長 

変化を認識し、次世代を担うべき人材の育成と積極

的な応援、地区の計画に基づきアクト委員会事業、青

少年交換委員会事業、ライラ委員会事業に参加する。 

～～～立原ガバナー・井花カバナー補佐より 

それぞれ総評・講評を頂きました～～～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。立原

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、高

い評価を頂きました。 

ロータリー美術館 
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＜在籍表彰＞ 

齊藤金作会員（50年） 

山根宏夫会員（35年） 

石川嘉彦会員・平岡達也（30年） 

関根靖郎会員 (25年) 

繁田昌利会員 (20年) 

関谷永久会員・山畑雅廣会員 (15年) 

上野弘勝会員・山岸義弘会員 (10年) 

齋藤栄作会員・西山祐三会員・吉沢誠十会員(5年) 

＜ホームクラブ出席率１００％表彰＞  

山岸義弘会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜修正１００％出席表彰＞ 

石川嘉彦会員・岩崎茂会員・大野賢次会員・加藤国夫

会員・齋藤栄作会員・齋藤金作会員・関谷永久会員・

滝沢文夫会員・忽滑谷明会員・繁田昌利会員・繁田光

会員・平岡達也会員・晝間和弘会員・細淵克則会員・

間野尚会員・宮崎正文会員・宮寺成人会員・吉沢誠十

会員・吉永章子会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ☆会場：武蔵クラブ 点鐘：午後６時３０分

第４号 ２６６７回例会  ２０１１年７月２８日（木） 2011-12年度RIテーマ 

■2010-2011ＲＩ会長：カルヤン・バネルジー  

■ＲＩ第2570地区ガバナー：立原 雅夫 

■会長：宮寺 成人 幹事：加藤 国夫 会報委員長：宅見 允  

■当番:宮崎 正文     

■■■会長の時間          宮寺成人会長 

先週21日の立原ガバナー公式訪問例会時には10時半から16時まで会場設営、美術品展示等長時間に例会、クラブ協

議会運営に協力頂き心より感謝申し上げます。台風が近づいておりましたが、「ロータリー美術館」を盛大に開催して

いただき、ガバナーも大変興味深く出品者の説明に聞き入っておりました。 

クラブ協議会では短い時間の中ご自分の言葉で十分説明いただきました。俄か委員長も全く成りきっておりました。私

自身は反省点も多々ありましたので今後の運営に役立てます。本当に素晴らしい運営への協力ありがとうございまし

た。この様子を加藤幹事がデジカメで捉えていましたので、後ほどスクリーンで紹介します。又、本日は旧役員の慰労

会と新役員の激励会という事で夜間例会とさせて頂き、大事な出席表彰が行われますので宜しくお願いします。

表彰を受けられた皆さん  おめでとうございます！

山岸年度から宮寺年度へ 

山岸前会長ご苦労様でした。 

宮寺新会長一年間よろしく！ 

！ 

会報委員会（宅見・石川嘉・豊田）

関
谷
幹
事
か
ら
加
藤

幹
事
へ
よ
ろ
し
く
！
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＜今月のお祝い＞ 

会員誕生日 森田英郎君  

夫人誕生日 
齋藤純江様 荒井和子様 
関根保子様 

 

＜9月プログラム＞  

 

≪ビジター・ゲスト≫ 

米山奨学生       李 宝雲 様 

青少年交換派遣学生  板木 麻耶 様 
 先日７月17日にベルギー

から無事帰国いたしました。

お友達を沢山つくり、ブレザ

ーにつけきれない程にバッ

チを貰いました。ベルギーで

も東日本大震災の報道は大

きくされており、私もすごく

不安で体調を壊しましたが、

ＲＣ交換委員会が専門家の人を呼び説明して下さった

りして最後の方は安心して日本に帰って来られました。

ＲＣの活動を少しお手伝いした事もあり、今私に何が

出来るのかを真剣に考えこれからの長い人生を今まで

の経験を生かし、日本で一生懸命生きていきたいと思

っています。一年間本当にありがとうございました。  

 

 

 

■■■会長の時間          宮寺成人会長 

 ７月５日に南ＲＣに表敬訪問をしました。鈴木会長

挨拶の中に「寛容の心が大事だ」とありました。テレ

ビ会社を立ち上げたとの事で営業的、攻撃的なイメー

ジで、意外でありロータリーの会長になられたからと

感じました。また「ロータリーの心と原点」の本の一

部を紹介されました。私もこの同じ本を頂きましたの

で一部紹介します。 

「ロータリーは慈善団体ではありません。発展途上国

の援助が目的の団体でもありません。金集め、人集め

が目的の団体でもありません。ロータリーの本質には

素晴らしい魅力がある。それを確かめ再発見したいと

思います」 

私はロータリーが慈善団体のような、発展途上国の 

援助が目的の団体のような、人集め・金集めが目的の

ような気がしていました。立原ガバナーは「ロータリ

ーとは何ですか。もう一度問いかけます」と方針の中

に書かれました。 

５月１４日に本庄の早稲田リサーチパークで会員増

強セミナーが行われました。会長エレクトと一緒に出

席し、研修リーダーの加藤玄静様の基調講演「ロータ

リーの魅力とは」を聞きました。「ロータリーの魅力は

（綱領）にあるが、具体的に話せないと理解してもら

えない」という点が印象に残りました。各ロータリア

ンが自分の言葉で具体的にロータリーを知らない人に

話せるようになると会員増強ができると理解しました。 

８月は会員増強月間で吉澤委員長は、職業分類大野

委員長が７月に纏めた分類に基づいて増強の工夫を練 

っているところであります。今年増強３人の目標であ

りますので会員の皆様のご協力よろしくお願いします。  

■■■幹事報告            加藤国夫幹事 

第2回理事会報告＜協議事項＞ 

1 万燈まつり 協賛金 ￥10.000円 

2 9月のプログラム（友野クラブ奉仕委員長の説明） 

3 東日本大震災支援 齋藤社会奉仕委員長  

受け取り側との調整中 

4 7/28日新旧役員慰労激励会 会計報告 

<報告事項> 

① 前年度決算報告 直前会長山岸会員説明 
② 万燈まつりについて （バザー／焼き芋） 

 当番 内 容 

1日 大塚 卓話 板木麻耶様予定 

8日 大野 
卓話 辻穂高様(ソニー生命) 

「相続について」 

15日 粕谷 親睦旅行(9/14～9/15)     

22日 後藤 卓話弁護士に依頼中 

29日 齋藤栄 

卓話 宮下治也様 

(ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ石油副社長) 

「2030年迄のエネルギー動向」 

■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 

The Rotary Club of Iruma  

入間ロータリークラブ 

Weekly Report 

第５号 ２６６８回例会 ２０１１年 ８月 ４日（木） 

東日本大震災コーナー 

石巻市社会福祉協議会を通じてニーズにあ

った物品を毎月三万円位づつ一年間支援!! 

2011-12年度RIテーマ 

■2010-2011ＲＩ会長：カルヤン・バネルジー  

■ＲＩ第2570地区ガバナー：立原 雅夫 

■会長 : 宮寺 成人 幹事：加藤 国夫 会報委員長：宅見 允  

■当番 : 石川 嘉彦 

■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
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③ 8/6（土）職業奉仕部門セミナー田中毅 PDG講演 

8/14～15米山奨学生部門秩父音頭祭り参加の件 

   9/ 7地域交流研修会 

■■■委員長報告 

親睦委員会             宮崎正文委員長 

先週の新旧役員慰労激励会は米山の李さんと事務局

を含め 30 名の参加でした。ありがとうございました。

親睦旅行の件ですが、9/14～15に上高地・安曇野方面

に決まりました。皆様のご参加よろしくお願いします。 

プログラム委員会        忽滑谷明委員長 

表記の通り９月プログラムのご案内をします。 

職業奉仕委員会      吉永章子エレクト(代理) 

8月6日に2570地区職業奉仕部門セミナーが熊谷の

キングアンバサダーホテルで開催されます。又、第 2

部では2680 地区(兵庫)1996-97 年度 PDG 田中毅様(尼

崎西ロータリークラブ)のご講演があります。出席希望

者は奮ってご参加下さい。 

社会奉仕委員会          齋藤栄作委員長 

 LED 防犯灯の設置のリクエストをお聞きして設置し

たいと思いますので、ご協力宜しくお願い致します。 

 7/23に社会奉仕部門セミナーに参加して参りました。 

2009 年～2010 年 2520 地区パストガバナーの笹氣光祚

様を被災地のパストガバナーとしてお呼びして「ロー

タリーとしての救援活動」をテーマにご講演を頂き、

更に支援をしていかなくてはと思う心温まる講演でし

た。財団留学生・工藤君も出席してくれました。 

新世代部門委員会         滝沢文夫委員長 

青少年交換派遣学生の板木麻耶さんの最終月次報告

を回覧させて戴いています。板木さんの出国時と帰国

時の写真を添付してあります（本人承諾済）合わせて

ご覧ください。又、一年間の月次報告をまとめてファ

イルしました。事務局で保管してもらいます。 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞        諸井克彦ＳＡＡ 

宮寺成人君、加藤国夫君、滝沢文夫君～板木さんお帰

りなさい。石川嘉彦君、齋藤栄作君～一緒にやろうぜ

東北。岩崎茂君～前回の慰労会に欠席して申し訳有り

ませんでした。石川山治君～早退いたします。 

本日\21,000  累計\132,000 

 
＜出席報告＞         晝間和弘出席委員長  

＊ 事前欠席連絡 5名 

 

■回覧、配布物 
① 入間RC会員名簿確認 
② 茶の香めーるVol.41  
③ フレッシュマン研修セミナー開催通知 
④ 2570地区特別事業費 
⑤ ガバナー訪問お礼挨拶状 
⑥ 入間市社会福祉協議会会員お礼状 
⑦ 他クラブ週報・例会変更のお知らせ 
⑧ 板木さん最終月次報告 
⑨ 月桂樹苗木申込み 
⑩ 山岸年度決算報告書 
⑪ 週報2,3,4号 

■■■パ ス ト 会 長 卓 話■■■ 
第４１代会長        山根宏夫会員 

入間ロータリークラ

ブ創立 40 周年、私がク

ラブに入って 11 年目の

世紀の交代である 1999

年～2000 年度に皆様の

理解の元、幹事を遣らず

に森田英郎幹事と共に

我侭を言って、いきなり

会長をさせて頂きまし

た。昭和48年38歳の時

に豊岡第一病院を開設いたしましたが、地元に溶け込

むにはと思いロータリーの入会を希望いたしました

が、当時は入会が中々厳しく一年間待たされまして、

昭和51年に入会し、先日35年目のバッチを頂きまし

たがアッと言う間に過ぎた35年です。 

入会して感じた事は最初の一年間で辞めていく人

が多い様に思いました。せっかく入ったのに友達が出

来なくて寂しい思いをさせ、孤立しない様に新人をい

かに上手に溶け込ませることが大事だと今でも思っ

ております。 

 私の考えではクラブ会員の親睦が一番大事だと思

っております。親睦旅行は個人では行けない様な所に

早くから計画を立て発表して下さい。夜間例会も多く

催して欲しいと思っておりますので宜しくお願いし

ます。又、自分の職業をもっと前面に出して、遠慮な

く商売に生かして多業種に亘った会員間で気取って

いないで、自分の商売をしたらと提案いたします。 

 最後に私の信条は「義理・人情・恩返し・人との出

会い」です。品性を磨きながら、一生の間にどれだけ

の良い出会いと人脈を作れるか、それには快食・快

眠・快便と運動です。明日への活力に大事なことだと

思います。本日はありがとうございました。 

 

瓦瓦版版・・すすぎぎややまま vvooll..2244  
「「日日本本でで開開催催さされれたたロローータタリリーーのの世世界界大大会会」」  

  

昭昭和和3366年年  東東京京ででロローータタリリーーのの世世界界大大会会がが

開開催催さされれたた。。アアメメリリカカかからら三三千千人人他他、、世世界界中中

かからら二二万万人人、、日日本本ののロローータタリリーー関関係係二二万万人人がが

東東京京のの月月島島でで盛盛大大にに行行ななわわれれたた。。日日本本のの総総理理

大大臣臣・・池池田田勇勇人人氏氏もも出出席席さされれ祝祝辞辞をを述述べべらられれ

たた。。ロローータタリリーーでではは東東洋洋でで始始めめててのの行行事事でで

我我々々はは圧圧倒倒さされれたた。。余余興興にに金金比比羅羅舟舟々々だだかか、、

阿阿波波踊踊りりだだっったたかか忘忘れれたたがが大大勢勢でで唄唄っってて踊踊っっ

てて大大会会をを盛盛上上げげたた。。  

  

 

 

 

会員数 出席数 出席率 前回修正率 

42名 34名 82.9％ 92.6％ 

会報委員会（宅見・石川嘉・豊田）
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■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 

        

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

≪ビジター・ゲスト≫ 

入間市市民部参事 兼 防災防犯課長  高橋靖男 様 
防災防犯課主査 喜多宏和 様 

ロータリー財団国際親善奨学生      工藤聖彦 様 

 
今月の 28日に留学先のドイ
ツに出発となり、しっかりと旅

立てるよう準備しております。

現地からも報告も致したいと

思っておりますので、皆様今後

とも宜しくお願い致します。 
 
■■■会長の時間          宮寺成人会長 

先週11日は細則によりお休みとなりました。猛暑が

ぶり返しましたのでお休みが有り難く感 じました。

今日も大変暑く湿度も高いので十分水分をお取りいた

だき、熱中症対策を行いながらの例会であり、当分こ

んな例会が続きますので、体調管理をよろしくお願い

します。 

また親睦委員会の行う親睦旅行の通知がご自宅に届

いたかと思います。例会振替ですので会員の3分の１、

14人のご参加により例会成立となりますので出席をお

願いします。また例会振替のため全員が参加できそう

な距離と時間を考え旅先を決めさせていただきました。 

旅行の内容は、朝 7 時に出発して休憩しながら上高

地に着きます。標高約100メートルの入間市から1500

メートルの上高地に入り、おいしい空気を満喫し昼食

と河童橋の辺の散策で上高地を十分堪能いただきます。   

その夜の宿泊は、上高地から奥飛騨温泉に入りその

心地よい疲れを癒し、翌日ＮＨＫの朝の連続ドラマ「お

ひさま」のロケ地である「安曇野」を訪ねる計画です。

ヒロインの陽子さんが暮らしている街です。    

この計画は7月22日のプログラム委員会と親睦委員

会の家庭集会で決まる予定でしたが、私が欠席したた

め決定が 8 月になり、多忙な会員の皆様の予定に影響

したと思います。通常はＲＣ最優先の予定を組んでい

ますが、この時は「福祉政策」の研修があり「福祉政

策の最も進んでいて東京都が注目していると言われる

中野区の包括支援センターの事務局長の講義」を受け

たためでした。 

内容の一部は、「1947 年から 3 年間の間に生まれた

方々を団塊の世代と言います。この方々が65歳を超え

るのが2015 年であり、後期高齢者となる75歳を超え

るのが2025年であります。三世代で６６０万人の人口

があり高齢者人口が急増し、労働力人口、技術承継、

医療介護、年金財源、貯蓄率等日本の社会を発展させ

た方々の第一線から引くインパクトの大きさに、国の

諸施策が立てられております。 

来週の例会ですが、大宮ＲＣの会長、副会長、幹事の3

人が表敬訪問としてお出でになります。大宮ＲＣはＲ

Ｃの歴史から見ますと東京ＲＣ、川越ＲＣ，熊谷ＲＣ

の次に設立されました。その次が大宮ＲＣにより入間

ＲＣを設立しました。大宮ＲＣは、入間ＲＣの親クラ

ブであります。数年前の出席委員長であった繁田光会

員が出席率を上げること、また他のＲＣを見学し勉強

すること、メーキャップの経験を積むことなど検討し

行動的な出席委員会を創ってくれました。その時にメ

ーキャップの順を親ＲＣの大宮ＲＣ，次が子ＲＣの古

い順で飯能ＲＣ・狭山ＲＣ・入間南ＲＣと説明され十

分検討されていると思いました。そのような出席委員

会の事業活動が表敬訪問を受けることになった訳です。

多くの会員の出席をお願い致します。  

■■■幹事報告            加藤国夫幹事 

1 ２５７０地区・地区大会・記念ゴルフ大会 
（９月２０日）参加者について 

2 新世代部門セミナー 滝沢文夫委員長出席 
3 新世代入間ＲＣ会員名簿の配布  
■■■入間万燈まつり実行委員会 吉永章子委員長 

市制45周年、第33回入間万燈まつりが来る10/22～23

に開催されます。会員皆様方の役割分担表を FAX 致し

ました。近々に事前打ち合わせの家庭集会を開きます

のでご参加下さい。 

第６号 ２６７０回例会 ２０１１年 ８月１８日（木） 

The Rotary Club of Iruma  

入間ロータリークラブ 

Weekly Report 

東日本大震災コーナー 

石巻市社会福祉協議会を通じ500ｍｌペット

ボトル２４本入り１５ケースを送りました ! 

2011-12年度RIテーマ 

■2010-2011ＲＩ会長：カルヤン・バネルジー  

■ＲＩ第2570地区ガバナー：立原 雅夫 

■会長 : 宮寺 成人 幹事：加藤 国夫 会報委員長：宅見 允  

■当番 : 大野 賢次 

■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
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■■■委員長報告 

会員増強委員会           吉沢誠十委員長 

来週の例会は地区の渋沢委員長をお招きして会員増

強についてお話を伺いますので是非出席してください。

これを基に会員増強に本腰を入れていきたいと思いま

すので皆様のご協力よろしくお願いします。 

雑誌委員会           石川山治委員長 

ロータリーの友８月号縦組み2頁「アマゾンの森は

今！」、横組み1頁「会員増強拡大月間に臨んで」、10

頁「ネットワークで目指そう増強」、41頁「ロータリー

基本知識」。ロータリーに積極的に参加するガイドや会

員増強の参考になる内容の記事が載っております。 

社会奉仕委員会          齋藤栄作委員長 

 ９月以降の支援は又、石巻市社会福祉協議会と相談

して随時決めていきたいと思います。 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞        諸井克彦ＳＡＡ 

宮寺成人君、加藤国夫君～高橋様・喜多様・工藤様今

日は宜しくお願い致します。齋藤栄作君～ガンバレ東

北。友野政彦君～豊田さん傘を間違えご迷惑お掛けし

ました。間野尚君～長期に亘りお休みして誠に申し訳

ございません・本日から又頑張りますので宜しくお願

いします。晝間和弘君～早退いたします。 

本日\8,000  累計\140,000 

 
＜出席報告＞         晝間和弘出席委員長  

＊ 事前欠席連絡 4名 

■回覧、配布物 
① 入間RC会員名簿 
② 学友会ニュース7,8月号  
③ ガバナー月信7,8月号  
④ ロータリーの友8月号 
⑤ ハイライトよねやま137 
⑥ 米山梅吉記念会報Vol.18 
⑦ 親睦旅行出欠席申込み 
⑧ 他クラブ週報・例会変更のお知らせ 
⑨ 7/28新旧役員慰労会会計報告 
⑩ 防災研修グッズ  週報5号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入間市市民部参事 兼 防災防犯課長  高橋靖男 様 

8 月 21日には33回目の防災訓練

を計画しておりますので、自然災害

の恐ろしさを体験して日々の対策に

ご努力して頂ければと思います。又

9月28日、三井アウトレットにて国

民保護訓練を行ない、外国からのテ

ロ攻撃に対し市民の皆さんの身体・財産を守る為の訓

練を行ないますので是非ご参加をお待ちしています。 

■■■ 講 師 卓 話 ■■■ 
「災害から身を守り生き残るために」 

入間市市民部防災防犯課主査 喜多宏和 様 

日本は世界でも有

数の地震大国です。地

震のタイプにはプレ

ート間地震とプレー

ト内地震があり、プレ

ート境界で発生する

地震の周期は 100～

150 年で過去のデー

タから周期性がわかります。其れに対して活断層の活

動で発生する地震の間隔は 1000 年以上で予知が難し

いと言われています。★人間の営み＜自然の営み★ 

兵庫県南部地震での死因は窒息死・圧死など建物被

害で亡くなった方がほとんどでした。そこで日常から

防災対策（自助・共助）をとり災害発生時のイメージ

をふくらませ、徹底的に当事者意識を持つ事が大事で

す。防災対策としては、①自宅の耐震診断・補強工事、

②家具の転倒防止（特に寝室の状態の見直し）③ガラ

スから身を守る④自主防災会の参加等があります。究

極の理想は「地震が起きても何もやるべきことがない

状態をつくっておくこと」です。 

今日の資料に入っております「入間市防災ハザード

マップ」を見て頂き、北関東地域に予想される直下型

地震などに備えていただければと思います。本日はあ

りがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

会員数 出席数 出席率 前回修正率 

42名 33名 80.4％ 89.0％ 
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作
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会報委員会（宅見・石川嘉・豊田）

空を指差す右手は原爆を、

水平に伸ばす左手は平和

を表し、瞼を閉じて犠牲者

の冥福を祈る 
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■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 

        

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

≪ビジター・ゲスト≫ 

第2570地区会員増強クラブ拡大委員長 
本庄ロータリークラブ 渋澤 健司 様 

第2570地区会員増強クラブ拡大委員 
本庄ロータリークラブ  巴 高志 様 

所沢中央ロータリークラブ    畑中 教一 様 
大宮ロータリークラブ   会 長  遠藤 省吾  様 

大宮ＲＣの56代会長で56歳
です。今日の卓話は会員増強と

の事で、私のクラブでも今回２

名の 30代の加入が出来ました
が、ロータリーの永遠のテーマ

であります会員増強を楽しみ

に聞かさせて頂きます。 
   

大宮ロータリークラブ  副会長 飯野 耕司  様 
             幹 事 鈴木 俊一  様 
 

ロータリー財団国際親善奨学生   工藤 聖彦  様 

本日はメッセージカードを

お持ちいたしましたのでお受

け取り下さい。28日朝出発とな
り、ドイツでの有意義な時間を

思う存分楽しんで、帰国報告も

是非立派に出来ればと思って

おります。これからも宜しくお

願い致します。 
■■■会長の時間          宮寺成人会長 

大宮RC様が来られたので、埼玉県のRC 誕生の歴史

を話します。1921年（大正10年）4月1日に東京RC、

埼玉県では1951年12月14日に川越RC,1953年11月

13日に熊谷RC,1954年8月30日に浦和RC,そして1956

年12月27日に大宮RC ,1960年1月8日に川口RC,1960

年1月27日に入間RCの順です。 

 大宮RC様は埼玉県で4番目にRIの認証を受けてお

り、入間RC・上尾RC・大宮西RC・岩槻RC・春日部RC・

大宮南RC・大宮中央RCと7つのRCを産みました。ち

なみに、入間RCは6番目ですが、創立日は入間RCが

1959年11月21日であり、川口RCが1959年12月17

日で逆でした。 

この 2 年間出席委員会がメーキャップを会員連れで

行い、最初に訪問するのが親クラブの大宮RCでありま

した。また2年前の入間RC50周年記念式典にはパスト

会長の細淵会員と幹事であった山岸会員が招待状を持

参してお伺いしました。 

また先週の例会で入間RCの独特の委員会であるロー

タリー美術館の齋藤金作委員長が所有されている掛け

軸を展示し説明を受けました。「たゆまざる 歩みおそ

ろし かたつむり」大変刺激を受けた言葉頂きました。  

 

■■■幹事報告            加藤国夫幹事 

1 ９月７日「地域交流研修会」 

会長・幹事・エレクト・社会奉仕委員長出席 

2 ８月２８日 国際奉仕部門セミナー・東松山紫雲閣 

3 ９月１７日  クラブ研修リーダーセミナー「紫雲閣」 

4 １０月８日  フレッシュマン研修セミナー 

智光山公園内狭山勤労福祉センター 

5 万燈祭りの半纏について    １枚 ￥10.000円 

 

■■■委員長報告  

親睦委員会            宮崎正文委員長 

9月14,15日の親睦旅行の締切日は9月2日です。皆

様の奮ってのご参加宜しくお願い致します。 

社会奉仕委員会          齋藤栄作委員長 

 本年度の防犯灯40灯分配が決定致しましたのでご報

告申し上げます。西部地区・扇町屋第一区・第二区に

各10灯、東金子・駅前に各5灯に決まりました。 

防犯灯事業の目的は①.直接地域住民に貢献できる社

会奉仕活動を展開する。②.安心安全な街づくりに貢献

する。③.LED防犯灯設置を推進す

る事により環境問題を提唱する。

④.地域に根付いた区長会と協力

して事業を行う事により入間ＲＣ

の活動を知って理解して貰う。 

第7号 ２６７1回例会 ２０１１年 ８月25日（木） 

The Rotary Club of Iruma  

入間ロータリークラブ 

Weekly Report 

2011-12年度RIテーマ 

■201１-201２ＲＩ会長：カルヤン・バネルジー  

■ＲＩ第2570地区ガバナー：立原 雅夫 

■会長 : 宮寺 成人 幹事：加藤 国夫 会報委員長：宅見 允  

■当番 : 上野 弘勝 

■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

東日本大震災コーナー 

石川嘉彦会員・齋藤栄作会員～ガンバレ東北 ! 
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＜ニコニコＢＯＸ＞         諸井克彦ＳＡＡ 

渋澤健司様～増強月間皆で楽しく増強しましょう。畑

中教一様～お邪魔致します。遠藤省吾様、飯野耕司様、 
鈴木俊一様～本日は宜しくお願い致します。宮寺成人

君、加藤国夫君、吉永章子君、細淵克則君、水村雅啓

君、繁田光君～本庄・大宮・所沢中央来訪者の皆様方

ようこそ。宅見允君～月桂樹ありがとう・私の病気に

役立てそうです。宮寺成人君、齋藤福太郎君、石川山

治君、山畑雅廣君、細淵克則君、友野政彦君、森田英

郎君、岩崎茂君、吉沢誠十君、上野弘勝君、宮崎正文

君、後藤賢治君、滝沢文夫君、宅見允君、晝間和弘君

～加藤さんいつも写真ありがとうございます。 

本日\40,000  累計\180,000 

 
＜出席報告＞         晝間和弘出席委員長  

＊ 事前欠席連絡 3名 

■回覧、配布物 
① 入間RC半纏申込み(万燈まつり着用) 
② 親睦旅行出欠席申込み 
③ 他クラブ週報・例会変更のお知らせ 
④ 工藤様メッセージカード 
⑤ 週報6号 

 

■■■ 講 師 卓 話 ■■■ 
「会員増強について」 
第2570地区化委員増強クラブ拡大委員長 

渋澤 健司 様 

8 月は会員増強・ク

ラブ拡大月間です。第

2570地区の7月1日現在

の会員数は、1735 名と

なっています。今年度

の増強目標は、各クラ

ブ会員数純増一名以上

を目指す事であります。 

その為に何をしなくて

はならないのか？ 

今年度RI 会長のカ

ルヤン・バネルジー氏

のテーマは｢こころの

中を見つめよう、博愛を広げるために｣です。自分自身

の心の中を見つめて、本当に大切なものは何なのかを

考えることです。その中で「家族・継続・変化」とい

う3 つの強調事項を掲げております。会員増強では、

このテーマを基本とし、『Smart （賢い）Rotary を探

して』～継続できるロータリークラブとは～を第2570 

地区ガバナーのテーマとして掲げ、皆様と共に活動し

て行きたいと考えています。キャッチフレーズとして

『Something Great あなたも一緒に行動しよう』を提

唱しています。活動計画としては  

１ 各クラブ純増会員数目標1名以上とする。 

２ 各クラブで新規入会予定者候補のリスト及び年次

計画表を作成。（会員推薦書作成） 

３ 新入会員を募り、他クラブへのメークアップ推進。 

４ 5月14日（土曜日）第一回会員増強セミナー開催 

５ 10月15 日（土曜日）第二回会員増強セミナー開催 

６ 女性会員を増やす。 

７ 各クラブへ、要望に対してのセミナー開催です。 

私の本庄ＲＣは7月に5名、8月に2名の入会があり、

今年度は15名増強を目標とし頑張っております。 

新聞・地域情報誌の活用、ロータリーの友配布、ケ

ーブルテレビ・チラシ、地域とロータリーの融合、円

熟したロータリーアンの熱意を持って増強に努めて頂

き、入会後は入会式の充実と、新入会員のフォローを

計り、職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕活動を通し、多

くの人のお役に立ち、その活動を共有する仲間を一人

でも多く増強して頂きたいと思います。 
  

  

瓦瓦版版・・すすぎぎややまま vvooll..2255  
私が昭和３７年分区代理を勤めている時ガ

バナーは青山氏だった。ガバナーのお供をして

各クラブを訪問していた。越生茂呂クラブに訪

問時に都合で同町に一泊した時、伺った話であ

る。 

 青山氏は華族出身で太平洋戦争終了前、皇族

のお供をしてソビエトに使者として派遣され

た。用件は当時日本が太平洋戦争を起日米戦争

中で、戦況は次第に不利となり戦争停止をソ連

に仲介して貰うためだった。ソ連は日露戦争の

恨みもあり初めから無理だった。目的に要領を

得ず、すごすご帰国すると同時に満州では圧倒

的な大軍に日本軍は抵抗する暇なく大量の捕

虜となり三年間も強制労働をさせられた。日本

の軍部政治家は先が見えなかった。 

 

「例会場の変更」 

 入間ロータリークラブの創立当時の名称は

武蔵ロータリークラブで、例会場は埼玉銀行入

間支店を利用させてもらった。今から十年位前、

銀行は拡張するに新たに土地を求め、移転する

ことになったので例会場も移転した。 

第一に困ったことは駐車場が狭い事、私等は外

の駐車場を利用し歩いて例会場まで行き、 エ

レベーターも無く年寄りには堪えた。冬には弁

当屋の料理が冷え切っていた。これらの理由か

ら丸広デパートの利用を考え、例会場の移転を

提案した処、反対するひともあって、それでは

と会長経験者を集め、一人一人反対か賛成かを

問うた処、反対者一人の外全員賛成、反対者も

仕方なく賛成。結果を支店長に報告した。彼は

大喜び最敬礼して礼を述べた。丸広の方には前

以て話を付けて置いた。 

会員数 出席数 出席率 前回修正率 

42名 33名 82.5％ 90.2％ 

会報委員会（宅見・石川嘉・豊田）
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■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 

        

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

≪ビジター・ゲスト≫ 

青少年交換派遣学生 豊岡高等学校  板木麻耶 様 
 

＜今月のお祝い＞ 

会員誕生日 

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 

夫人誕生日 
岩崎芳江様 山畑久枝様 
吉沢真紀子様 

結婚記念日 諸井克彦君   

＜１０月プログラム＞ 

 

 
■■■会長の時間          宮寺成人会長 

今日はロータリーのマークについてお話します。今

は「ギア」のマークですがはじめは

引っ越しを表現する「馬車の車輪」

でした。「引っ越し」とはロータリー

クラブは、会館を持たずにあちらに

事業所、こちらのホテルと会場を変

えていました。この引っ越しして歩く、回って歩くと

ころからロータリーと名付けたのであります。アメリ

カにはたくさんのクラブがあり、大学卒業生のクラブ、

ユダヤ人のクラブ等、いずれも会館を持っていました。

しかし、いろいろな事情で会員間に等差がついて必ず

しも楽しいものではなかったようでした。ロータリー

は職業分類という点であらゆる会員が全く平等の立場

にありますから、当初からロータリーは評判がよく、

入会者も多くなりました。 
会員同士の取引も多くなり実利的に便利な存在とな

りました。当時のシカゴの状況は商業道徳が退廃し、

破産倒産相次ぐ中にもなお、商売繁盛を続ける事業家

があり、その秘密が相手の身になって励むことを見つ

けて「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」の

標語を掲げました。この職業奉仕の成果によってロー

タリーは大きな信念を持つことができるようになりま

した。このとき車輪のマークから相互扶助のギアのマ

ークに変えました。この相手の身になっての言動すな

わち奉仕の理想は単に職業の成功ばかりではなく、よ

りよい社会をつくるのに大切な信条であるということ

です。そこでロータリーは単なる親睦団体でもなく、

商売繁盛の相互扶助機関でもなく、奉仕の理想を中心

として集まる同士の集団となったのです。更にその後

ギアのマークの中央に鍵孔のような図形を加えました。

これは鍵孔ではなく、心棒が滑らないための穴であり、

ギアの回転のエネルギーがこのシャフトによって外へ

伝導されるように、ロータリアンの奉仕の理想が、職

業を通じて、生活を通じて、社会に影響力を及ぼそう

という理想と意欲を表現しているものであります。 
■■■幹事報告            加藤国夫幹事 

第3回理事会報告 

＜協議事項＞ 

1 10月のプログラム10/13南RC合同夜間例会 
会場ニックス・時間6時30分 昼間は合同 

親睦ゴルフ会・会場・狭山ゴルフ・クラブ 

2  9/29例会場の変更 ニックス 

3  入間市ゴルフ協会年会費 10,000円 

＜報告事項＞ 

① 9/4第１回新世代部門セミナー 
② 9/10～11米山研修旅行 
③ 9/17入間市環境まちづくり会議交流会 
④ 9/20地区大会記念ゴルフ大会 会場・霞ゴルフ場  

第１回Ｒ財団部門セミナー 

 当番 内 容 

 6日 齋藤 金 卓話  李 宝雲（米山奨学生）

13日  入間南ＲＣとの合同夜間例会 

20日 齋藤 福 第３回クラブ協議会 

27日  10/22・23万燈祭りに振替 

第８号 ２６７２回例会 ２０１１年 ９月 １日（木） 

The Rotary Club of Iruma  

入間ロータリークラブ 

Weekly Report 

2011-12年度RIテーマ 

■201１-201２ＲＩ会長：カルヤン・バネルジー  

■ＲＩ第2570地区ガバナー：立原 雅夫 

■会長 : 宮寺 成人 幹事：加藤 国夫 会報委員長：宅見 允  

■当番 : 諸井 克彦 

■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

東日本大震災コーナー 

日経新聞によれば、がれき推計量が約616万トン

と被災市町村で最大のがれきを抱える石巻市。幹

線道路に加え、生活道路でもがれきは、ほとんど

撤去された。  
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■■■委員長報告  

会報委員会          宅見 允委員長 

石巻出身の田島事務所の事務員も実家が津波で床下

浸水しましたが、入間ＲＣが石巻社会福祉協議会に「車

椅子や義捐金」を寄付していると伝えたところ、その

会報記事を被災地にFAXし大変感激してくれました。 
親睦委員会             宮崎正文委員長 

9月14,15日の親睦旅行参加者は本日現在16名で、 

例会成立ギリギリですので皆様のご参加宜しくお願い

致します。10月13日の入間南ＲＣとの合同例会は昼間 

狭山ゴルフクラブにてコンペを行い、ニックスにて夜

間合同例会を行います。後ほどご案内申し上げます。 

雑誌委員会           石川山治委員長 

ロータリーの友9月号横組み6頁「青少年交換で得

た経験と今の私」11頁「新世代さまざまな活動」20頁

「東日本大震災とロータリーの多岐にわたる活動」記

事は是非読んでみて下さい。35頁「タイ国国際大会カ

ウントダウン・屋台料理」は行ってみたくなりました。

縦組み2頁「女性を活用できない会社に未来はない」

は参考になると思います。31頁の上里RC解散例会は厳

しさを感じました。25頁には杉山会員と入間RCのマド

ンナ吉永さんのツウショットが載っています。 

プログラム委員会        忽滑谷明委員長 

表記の通り10月プログラムのご案内をします。 

職業奉仕委員会           西山祐三委員長 

先日、職業奉仕部門 第一回セミナーがあり、今年

度「我等の生業」としてまとめ・編纂したいとのお話

があり、各クラブより 2 名～5 名様程ご投稿頂きたい
との事、特に長寿企業、過去に困難な状況を克服した

企業、創業者の経営ポリシーの引継と改善に取り組ん

でいる企業等、ご寄稿の程宜しくお願い致します。提

出期限は10月31日迄となっております。 

新世代部門委員会         滝沢文夫委員長 

９月は新世代のための月間です。プログラム委員長

の取り計らいで、本日は前年度の青少年交換派遣学生

の板木麻耶さんの帰国報告の卓話をお願いしました。

ロータリーの友に

は新世代奉仕部門

の記事があります

が、板木さんにも

記事に載る様な活

躍を期待します。

板木さんより、ベ

ルギーでのスポン

サークラブより入

間ロータリークラブに対しバナーが贈られました。 

入間万燈まつり実行委員会    吉永章子委員長 

10 月 22 日･23 日は市制４５周年記念・［絆と希望を

結ぶ 祝・市制施行４５周年］とテーマを掲げ第33回

入間万燈まつりが開催されます。入間RCの参画は日頃

より推進している広報を目的として今年で１６年目に

なります。8/29「やまき」にて第一回事前打ち合わせ

を12名の出席者を得て行いました。まだ日数がありま

すので詳細はおって連絡いたします。会員用駐車場は

吉沢会員のご好意で例年どおりお借り出来ました。集

合時間は10/22午前10：00、10/23午前9：00です。 

「源流の会」より2680地区尼ヶ崎西RCの田中毅PDG

著「シェルドンの森・・ロータリーの真実を求めて」

が出版されました。シェルドンの考え方を忠実に服膺

した、今までには無かった、誰にでも理解できる職業

奉仕の解説書です。職業奉仕月間の最高の資料になる

でしょう。1冊500円にて提供いたしますので申し込み

用紙（回覧）又は事務局に申し出で下さい。 
 

＜ニコニコＢＯＸ＞       諸井克彦ＳＡＡ 

宮寺成人君、山岸義弘君、平岡達也君、滝沢文夫君～

板木さんお帰りなさい 卓話宜しくお願いします。石川

嘉彦君～一緒にやろうぜ東北。吉永章子君～ロータリ

ーの友に杉山会員と写真が載りました。山岸義弘君～

水村会員ありがとうございます。杉山会員百寿御祝例

会がロータリーの友に掲載されました。西山祐三君～

加藤さん写真ありがとう。忽滑谷明君～早退します。 

本日\61,000  累計\241,000 

 

 

＜出席報告＞         晝間和弘出席委員長 

＊ 事前欠席連絡 7名 

 

■回覧、配布物 
① 「シェルドンの森・ロータリーの真実を求めて」購入申込み 
② ロータリーの友９月号 
③ 2013年「規定審議会」立法案について 
④ 9/29例会出欠席乳 
⑤ 入間RC半纏申込み(万燈まつり着用) 
⑥ 親睦旅行出欠席申込み  
⑦ 入間ゴルフ協会参加申込み 
⑧ 他クラブ週報・例会変更のお知らせ 
⑨ 工藤様からの到着メール 
⑩ 週報7号 

 

■■■ 卓 話 ■■■ 

「留学生活をふりかえって」 
豊岡高等学校     板木麻耶 様 

ベルギー出発の当日は家族との別れが悲しかったこ

と以上に飛行機が怖くて泣いていました。一体どんな1

年を送るのかが不安で、まるで明日が来ないのではな

いかと錯覚するほどでした。初めての海外旅行で何も

分からずハサミが没収され、バナーの棒も引っかかり

時間が沢山かかり、出国審査後、家族との別れに泣い

ている暇もないまま、今にも飛び立とうとする飛行機

に走り込みました。11時間ほど乗ってオランダのアム

ステルダムで乗り換えベルギーに無事到着しました。

出口に向かうとホストファミリーのお母さんとお父さ

んと 1 歳年下の弟と去年ベルギーから日本に来ていた

友達が迎えに来てくれ、ベルギーの挨拶のビズという

ほっぺとほっぺをくっつけてチュッとキスをされ、初

めての事でびっくりしました。 

私がお世話になった家族は 4 つでしたが、どの家も

日本の普通の家よりはるかに大きくて、庭も広く、追

いかけっこやサッカー、冬には雪合戦ができるほどで

会員数 出席数 出席率 前回修正率 

42名 31名 75.6％ 82.9％ 
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した。一番大きかったホストファミリーの家では犬と

猫とウサギと馬が４頭もいて、休日には家族で乗馬を

しました。私にとっては初めての乗馬でしたが、もう

楽しくて楽しくて仕方がありませんでした。 

私は現地の学校に通っていたのですが、最初はフラ

ンス語がわからなくても黒板に書いてあるアルファベ

ットを書けば最後のほうには理解できるようになるだ

ろうと思っていたのですが、学校ではみんな筆記体で

アルファベットを書くのですね。私にとっては予想外

で、そのことをホストファミリーのお母さんに言った

ら次の日に小さい子向けの筆記体練習ドリルを買って

きてくれましたが、授業が全く分からず、毎日ドリル

で筆記体の練習をしました。でも筆記体が書けるよう

になっても、先生や友達の字には癖があって最後まで

余りよく読めなかったです。ベルギーでは日本人は英

語が話せないと噂になっているそうですが、私が英語

を話したらみんなびっくりしていました。最初は孤立

していたのですが、他のクラスの日本が好きと言う子

と友達になってからは沢山友達ができ、フランス語が

話せるようになってからはいろんな人と話せるように

なりました。先生方もみんな親切で、いつも気さくに

話しかけてくれたり、フランス語が上手になったねと

褒めてくれたのがとても嬉しくそれからフランス語を

しゃべるのが楽しくなりました。授業は英語と地理以

外はよくわかりませんでしたが、映画を見る時間が多

かったのでその時は少しだけ内容を理解できました。 

一番楽しみだった授業は体育でした。日本ではあま

り好きではないのですが、ベルギーではゆったりとし

た授業だったので疲れるような事もなく、バスケット

やホッケーなど言葉がなくてもいつも楽しかったです。  

最初日本のお米が食べられなくて悲しかったのです

が、お昼には毎朝自分の食べたいものをパンに挟んで

友達と一緒に食べたりして、パンにも慣れてきました。 

 

 

 

 

ベルギーの食文化の中で一番衝撃だったのは蛙の食

事です。蛙の足と腰の部分をプチトマトとバジルと一

緒にお皿一杯に出てきて、怖くて如何しても食べる事

ができませんでした。又、日本人は誰でも寿司が作れ

ると思われていて、私も色々な食事を作ったのですが、

やはり、寿司ご飯がどのファミリーにも好評でした。 

 ホストファミリーの家族は、皆親切で温かく私を家

族の 1 人として迎え入れてくれました。ホームシック

になったり、日本に帰りたいと思ったりしたことは一

度もありませんでした。帰国 2 カ月前が私の誕生日で

当日、私は学校で地理のテストがある為、頭が一杯で

した。朝部屋をノックされる音で目が覚めると、妹が

部屋に入ってもいい？と聞いて来て、いつもはお母さ

んが起こしてくれるのに可笑しいな？と思いながらも

「いいよ」と寝ぼけたように言いました。すると家族

全員でハッピーバースデイの歌を歌いながらプレゼン

トも持ってきてくれたのです。中にはベルギー料理に

使うスパイスやチョコレートなどが沢山入っていて嬉

しくてビックリしました。夜はレストランで食事をし

て、アクセサリーのプレゼントも貰いました。しかし、

誕生日プレゼントはこれだけではなかったのです。私

の誕生日の次の日曜日のお昼ごろ突然出かけると言わ

れて準備をすると、小型飛行機が沢山ある広場に連れ

て行かれました。そこには外のホストファミリーもい

て「これから何をするの？」と言うと「あの飛行機に

乗るのよ」と言われました。小型飛行機で町中を見渡

せるという誕生日プレゼントでした。4人乗りで、ガタ

ガタいっていて怖かったのですが、上がってみると景

色がとても美しく楽しかったです。途中で操縦させて

もらったのですが、触れるのが怖くて操縦できません

でした。でも初めての経験で楽しかったです。 

帰る最後の日の夜のことです。第 4 ホストファミリ

ーには小学校4年生と2年生の姉妹がいて私にとても

なついていて、私の部屋のキングサイズベッドで 3 人

一緒に寝ることになりました。でも帰ることが悲しく

て中々眠りに着けず、ホストマザーの部屋に行き泣い

てしまいました。お母さんは何度も私を抱きしめてく

れて、最後に沢山話をして別れを惜しみました。ベッ

ドに戻って眠りにつき、次の日の朝は泣かずにいまし

たが空港でチェックインを済ませた後、お母さんや妹

たちと号泣してしまいました。足が震えて中々前に進

めず、泣きながら飛行機の乗り場に進みました。途中

何度も何度も後ろを振り返り泣いたままでした。親切

な知らない人から頑張れ！とティッシュを貰ったり、

励まされたり、どんなに周りの人に見られても涙は止

まりませんでした。今でもメールを送って連絡を取り

合っていますが、ベルギーに帰りたい気持ちでいっぱ

いです。 

ベルギーのロータリーの例

会は大体夜に行われ、皆お酒を

飲みながら和気あいあいとし

て、いつも笑いが絶えず、気さ

くに声を掛けてくれ、フレンド

リーで皆に会うのが楽しみで

毎回例会には出席していました。 

 

日本に着いて一番に感じたのは暑い！これだけです。

荷物を減らすために重ね着していたので着いた途端汗 

が噴き出て涼しかったベルギーに帰りたくなりました。 

 

沢山の貴重な経験をさせて下さった入間ＲＣさんに

はとても感謝しています。この経験は私の周りにいる

沢山の方のご協力により実現されたことを常に胸に刻

んでこれから生きて行きます。ＲＯＴＥＸとして、ロ

ータリーに恩返しが出来る様に頑張っていきたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

今まで本当にありがとうございました。 

Je vous remercie pour votre gentillesse. 

会報委員会（宅見・石川嘉・豊田）
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≪ビジター・ゲスト≫ 

東京麻布ＲＣ会長         辻 穂高 様 

ソニー生命保険 ライフプランナー 高坂昌史 様 

米山奨学生            李 宝雲 様 
 

■■■会長の時間          宮寺成人会長 

大本山円覚寺管長・横田南嶺老大師の講演内容の一

部です。「自己探求」という書物には「本当のあなたは

どれですか」というサブタイトルを見て山田無文老師

の話を思い起こしました。無文老師が駅で電車を待っ

ていると、ある学生が近寄ってきて「僕は誰ですか」

と聞いたそうです。普通なら、おかしな人と思われる

のを、さすが天下の無文老師。その学生に「君はね、

今日から自分のことを勘定に入れず、何か他の人のた

めに精一杯働いてごらん。人のために尽くして、ああ

よかったな、と思える自分が居たら、それこそ本当の

自分だよ」とお答えになったそうです。 
 先週の会長の時間に、ロータリーのマークは、当初

馬車の車輪であり引越しをイメージしていた。その後

シェルダン氏がクラブの会員となり、商業道徳が悪く

なり破産倒産企業が増える中商売繁盛を続けている会

社の方針が「相手の身になって励むこと」を見つけ、「最

もよく奉仕する者、最も多く報いられる」との標語を

掲げました。これによりロータリアンは大きな信念を

持つ事ができる様になり、車輪のマークから相互扶助

のギアのマークに変えました。このロータリーの「相

手の身になって励むこと」と大師の話に共通点がある

と思いました。 もう一つ思い起こしたのは山本玄峰

老師の話です。玄峰老師の下で、ある在家の方が座禅

をされていた時こと。一所懸命庭の掃除をしていたと

ころに玄峰老師がやってきて「君は一体何のために修

行をしているのか」と尋ねられ、その方は「はい、世

のため人のために修行をしております」と答えたそう

です。それを聞いた玄峰老師は、「そうか、それは結構

なことだ」とお部屋に帰って行かれました。その後再

び同じようなことがあった後、三度目も同じように質

問をし、同じ解答でした。すると「ばかもの、わしは

自分のために修行をしておる」と言い残して玄峰老師

は部屋に帰って行かれたそうです。人の為と書いて偽

りと読みます。言葉で人の為だというのは簡単ですが、

実際これはなかなか難しいことです。 
■■■幹事報告            加藤国夫幹事 

1 10/13 2570地区第3 ｸﾞﾙｰﾌﾟ IM実行委員会 

2 9/7 会長幹事会 ロータリーの友の活用法の講話 

講読は三大義務 投稿して活用を高める。 

3 所沢中央ロータリークラブ創立20週記念について 

4 地区大会 11月19日～20日 会場:川越プリンス 

■■■委員長報告  

親睦委員会             宮崎正文委員長 

親睦旅行は現在21名の参加になり、ご協力ありがと

うございました。10月13日の入間南ＲＣとの合同例会

は昼間狭山ゴルフクラブにてコンペを行い、ニックス

にて夜間合同例会を行います。ご参加お願いします。 

国際奉仕委員会         関谷永久委員長  

 8/28にセミナーに参加してきました。活動報告の後

難民を助ける会(会員 47000 人)ＮＰＯ法人の方による

講演が有りました。会った事もない人に愛情を注ぐ・ 

人道とは本当に大事だなーと勉強させて頂きました。 

新世代部門委員会         滝沢文夫委員長 

9/4(日)第1回セミナーに参加してきました。アクト

委員会ではインターアクトクラブが中学生からの入会

が可能となり、新世代委員会では今年度は3名の学生

がすでに派遣となりました。ライラ委員会では12月の

ライラデーに向かって行動。新世代奉仕部門ではより

若い世代からロータリーと親しむ機会をより多く求め、

取り組んで込んでいく姿勢がはっきりと見えました。 

社会奉仕委員会         齋藤栄作委員長  

昨日地域交流会(27 校の教育関係者との集い)に行っ

て参りました。防犯灯は40機はロータリーステッカー 

例会場は、まるひろ･さくら草ホールに変更

９号 ２６７３回例会 ２０１１年 ９月 ８日（木）

The Rotary Club of Iruma  

入間ロータリークラブ 

Weekly Report 

2011-12年度RIテーマ 

■201１-201２ＲＩ会長：カルヤン・バネルジー  

■ＲＩ第2570地区ガバナー：立原 雅夫 

■会長 : 宮寺 成人 幹事：加藤 国夫 会報委員長：宅見 允  

■当番 : 諸井 克彦 

■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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と併せて、全て市役所防災センターに納入されました

ので、来週防災防犯課と打ち合わせを行ないます。 

＜ニコニコＢＯＸ＞       諸井克彦ＳＡＡ 

宮寺成人君、加藤国夫君、滝沢文夫君～辻様本日は卓

話宜しくお願い致します。石川嘉彦君、齋藤栄作～ガ

ンバレ元気を出して東北。細淵克則君～新社屋が完成

しました。関谷永久君～Good Shot写真ありがとう・欠

席多くて申し訳ありません。友野政彦君～早退します。 

本日\12,000  累計\253,000 
 

＜出席報告＞         晝間和弘出席委員長 

＊ 事前欠席連絡7名 
 
■回覧、配布物 
① 「シェルドンの森・ロータリーの真実を求めて」購入申込み 
② ガバナー月信・９月号 ガバナー月信・別冊 
③ 西川ガバナー退任のご挨拶 
④ ロータリーの友・英語版申込書 
⑤ 入間南RCゴルフコンペ・合同夜間例会出欠席書 
⑥ 親睦家族旅行ご案内  
⑦ 他クラブ週報・例会変更のお知らせ 
⑧ 9/29例会出欠席書  週報8号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■■ 講 師 卓 話 ■■■ 

「相続について」 
東京麻布ＲＣ・ソニー生命保険ライフプランナー 

辻 穂高 様 

平成 23 年度税制改正が施行

されますと、基礎控除額の縮小

による課税ベースの拡大・税率

構造の見直しを含む相続税率Ｕ

Ｐ・死亡保険金に対する非課税

枠の縮小に伴い増税となり、税

率バンドの細分化を含む税率の

緩和により贈与税は減税になると考えられます。一般

的な相続のポイントとして納税資金の確保・円満な相

続・遺族への思い・事業の承継等があります。 

一案としての生命保険加入メリットは1.即効性2.確

実性 3.分割性 4.排他性(受取人固有の財産)5.評価減

(非課税枠)6.対応力(相続放棄しても受け取れる)です。

デメリットとしては健康でなくてはならない・スーパ

ーインフレに弱い事が挙げられます。 

これを機会に早めの相続対策をお考えになられたら

と思います。又、麻布ロータリークラブは毎水曜日に

アークヒルズのコンチネンタルホテルにて例会を開い

ております。是非お立ち寄り下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員数 出席数 出席率 前回修正率

42名 27名 69.2％ 85.0％ 

第１０号 ２６７４回 例会  ２０１１年９月１４日～１５日 

■長野 :上高地・安曇野

■当番：宮崎 正文 

河童橋でハイポーズ 

奥飛騨薬師の湯本陣での楽しい夕べ 

西穂高展望台 

早起きの甲斐があり雲一つない素晴らしいお天気でした。 

安曇野市豊科近代美術館 碌山美術館

大正池 
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≪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          宮寺成人会長 

一昨日の連休の後の火曜日に 2570 地区のゴルフ大
会がありました。私と幹事のほか滝沢さんと繁田光さ

んが参加してくれました。川越にある霞が関カントリ

ークラブを貸し切で行われました。雨の中でしたが芝

生と松の木の色合いと静けさがとても心地よく感じま

した。また社団法人での運営をされていること、隣の

東京クラブがさらに古い社団法人での運営であること

を食事の時きいて、公益法人法が新しくなったばかり

なので興味深く感じました。 
また先週は14日15日と親睦旅行に会員の3分の１
の14名を3名超える17名と奥様・事務局5名合計23
名で行ってまいりました。宮崎委員長に「テルテル坊

主」によろしくお願いするよう頼んだせいか、2 日間
ともお天気に恵まれました。標高1500メートルの上高
地では昼食も含め 3時間滞在し、焼岳を背景に梓川の
ほとりの白樺の木々のなかを大正池から河童橋まで約

2.5ｋm約1時間歩き昼食後は自由時間を過ごし、上高
地を堪能しました。翌日は朝新穂高ロープウエイに11
分乗って 1000ｍ高度を上げ標高 2200ｍの展望台に着
きました。穂高連山、槍ヶ岳、焼岳、真っ青な空の下

360 度全て見え絶景というのはこのことだと思いまし
た。その日は安曇野へ向かいＮＨＫ朝の連ドラ「おひ

さま」のセットのある清流のほとりで生わさびを味わ

い帰りました。ご協力ありがとうございました。 
1929年に出版された、アーサー・フレデリック・シ
ェルドン著の「奉仕の原則と保全の法則」の前書きの

部分を紹介します。奉仕とは 
１．仕事を管理する人たち（企業主）を管理すること。 
２．管理される人たち（従業員）を管理すること。 
３．この両者に顧客を加えた集団を管理すること。 
さらに、これに時間やエネルギーやお金や材料を無

駄遣いせず有効に活用して保全することを付け加える

ことです。これはすべて安心と豊かな実りを獲得する

ための道です。これらの法則を採用する大勢の人たち

に対して、「奉仕の原則」と｢保全の法則｣のマニュアル

を捧げます。尼崎西ＲＣの田中毅さんがシェルドンの

著書を50冊近く集め研究され翻訳した1冊です。あと
がきに、多くの著書を集めた結果多くの発見があると

いうことで、それを紹介しています。 
「1902年に発行されたSuccessful  Selling（商売に
成功する方法）という本はシェルドン・ビジネス・ス

クールの教科書として発行された 12巻 108章からな
る大作ですが、その第6巻にはHe profits most who 
serves best（最も多く奉仕する者、最も多く報いられ
る）というフレーズが書かれています」 
 

■■■幹事報告            加藤国夫幹事 

① 親睦旅行の会費引き落としの件 

旅行会費（2 次会会費・出席者のみ）引き落とさ

れます。事業参加費にご入金お願いいたします。 

② 10月のロータリーレート 1ドル=78円 

③ 2011～2012年度国際親善奨学生、工藤聖彦より 

  ドイツ到着から一ヶ月弱の現地報告が入りました 

④ 2012年RI国際大会のお知らせ  

  日時 2012年5月6日（土）～5月9日（水） 

  会場 タイバンコク 申し込み締め切り10月31日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１１号 ２６７5回例会 ２０１１年 ９月2２日（木） 

The Rotary Club of Iruma  

入間ロータリークラブ 

Weekly Report 

2011-12年度RIテーマ 

■201１-201２ＲＩ会長：カルヤン・バネルジー  

■ＲＩ第2570地区ガバナー：立原 雅夫 

■会長 : 宮寺 成人 幹事：加藤 国夫 会報委員長：宅見 允  

■当番 : 後藤 賢治 

■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

東日本大震災コーナー 

齋藤栄作会員～石巻 ガンバレ ! 
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■■■委員長報告  

ロータリー情報委員会        岩崎茂委員長 

9/17東松山市・紫雲閣でのクラブ研修リーダーセミ

ナーに参加してきました。ＲＩ理事・黒田正弘さんの

ＲＩ現況報告書より各クラブに伝達をされました。 

ロータリー105年の歴史の中で、今日ほど組織的な危

機を痛感することはない。特に日本ではこの１０年来、

会員数の減少が続き、ここから脱する為大きな改革と
転換を迫られている。このために①改革の第一歩とし

てロータリーの活性化の回復。簡素化による柔軟で透

明性のある体質への脱皮②会員の質確保のための情報

伝達のあり方③若い世代へロータリーの存在を知らし

め、理解させ入会へと結びつける。 

ロータリーメンバーが資格を維持する為の三大義務

は皆さんがご承知の通り、例会出席・会費納入・「ロー

タリーの友」購読の義務です。さて各クラブの二大義

務をご存知でしょうか？★人頭分担金納入の義務★

「ロータリーの友」の購入と代金納入の義務。この２

つを怠らない限りクラブの取り潰しはありえません。 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞         諸井克彦ＳＡＡ 

宮寺成人君、加藤国夫君、石川嘉彦君、後藤賢治君～

田島先生、今日は卓話宜しくお願い致します。宮崎正

文君～先週の親睦旅行お疲れ様でした。天気も良く無

事行って来れました。ご協力ありがとうございます。

吉永章子君～宮崎正文親睦委員長、旅行上出来でし

た・田島先生卓話宜しく・加藤さん写真ありがとう。

岩崎茂君～社用の為親睦旅行参加できず申し訳有りま

せん。山岸義弘君、平岡達也君、関根靖郎君、大野賢

次君、滝沢文夫君、新井格君、晝間和弘君～加藤さん

いつも写真ありがとうございます。繁田光君～早退い

たします。 
本日\20,000  累計\273,000 

 

＜出席報告＞         晝間和弘出席委員長  

＊ 事前欠席連絡 6名 

 

 

 

 

■回覧、配布物 

① ハイライトよねやま１３８ 
② ロータリー囲碁同好会申込み 
③ 2570地区・ロータリーについての思い川柳募集 
④ 米山奨学会2010年度事業報告 
⑤ 入間市教育委員会・研修参加お礼 
⑥ 2012年ＲＩ国際大会のご案内 
⑦ 他クラブ週報・例会変更のお知らせ 
⑧ 工藤様からのメール 
⑨ 入間南RCゴルフコンペ・合同夜間例会出欠席表 
⑩ 万燈まつり出欠表 
⑪ 9/29例会出欠席表  
⑫ 週報9,10合併号 

■■■ 講 師 卓 話 ■■■ 

「弁護士の人口問題」 

  弁護士 田島義久様 

１．今から 10 年位前に、弁

護士を年間 3 千人増員する

ことに決まりました（元々は

500 人位だった）。法科大学

院が設立され、その任にあた

ることになりました。現在は、

年間約 2 千人づつ増員され

ています。ところが、今年卒業予定者のうち、3割ない

し 5 割がまだ就職口が決まっていないと言われていま

す。このままですと毎年大勢の未就職者が出ることに

なります。大学院を卒業し、研修を受けて、弁護士に

なる前に相当な費用を負担しなければならず、就職が

出来ないことになれば大きな借金だけを負担すること

になってしまいます。希望した本人はもちろん、社会

にとっても大きな損失になります。 

２．このような状態になったのは、そもそも増員計画

自体が正しい予測に基づいていなかったことに原因が

あります。 

弁護士の絶対数が不足していると言われました。しか

し、米・仏などでは日本のように弁護士の隣接職－司

法書士、税理士、社労士などの職種はありません。こ

れらの数を合わせれば、もともと絶対数が不足してい

たとは言えないのです。 

増員を主張した財界や官僚は仕事が増えていくと主張

していました。しかし、訴訟を好まない国民性から、

事件数は十年前とほとんど変わりません。逆に減って

いるのが現状です。さらに、財界は法科大学院卒業生

を採用しようとしません。 

３．弁護士の増員の結果、弊害も出ています。弁護 

士が急増した結果、その能力に大きな差が出て事件を

依頼する市民の側からはどの弁護士が良い弁護士なの

か見わけがつきません。かつては、その差は小幅であ

ったので国民が被害を受けることはほとんどなかった

と思います。これからは大きな被害を受ける可能性が

あります。その負担は国民が負わなければならないの

です。 

多額の借金を負担する弁護士が増えれば「事件漁り」

が横行したり、従来提訴されない案件まで敢えて裁判

に持ち込んだり、なんでも裁判に持ち込む「訴訟社会」

にならないとは言えません。 

４．今後、ますます少子高齢化が進み日本の人口が 

減って行きます。司法部門に優秀な人材を登用するよ

りも世界に通用する科学技術や金融制度、政治力を高

める分野に有能な人材を配置すべきであって、年間 2

千人もの弁護士増員は必要ないでしょう。年間 1 千人

位の増員であれば、国民は有能な弁護士を選択するこ

とが出来、弁護士間の競争も図れると思います。誤っ

た計画に基づいて作られた弁護士の増員は一刻も早く

廃止し、正しい需要予測に基づいた増員計画にすべき

です。 

会員数 出席数 出席率 前回修正率 

42名 31名 77.5％ 74.3％ 

会報委員会（宅見・石川嘉・豊田）
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≪ビジター・ゲスト≫ 

エクソンモービル副社長     宮下治也様 

 

■■■会長の時間          宮寺成人会長 

 9月7日に「地域交流研修会」が産業文化センターで 

行われました。参加者は入間ＲＣ，入間南ＲＣ，入間

ライオンズクラブ、（社）青年会議所、入間商工会、（社）

所沢法人会入間支部、入間市校長会、入間市教育委員

会の８団体でした。挨拶を教育長、入間ＲＣ，校長会

長が行い始まりました。私はＲＣの創業からの歴史と

世界に広がっている状況等ロータリークラブの紹介

を挨拶に変えました。８団体からの活動報告は入間Ｒ 

Ｃは第1番目でした、青少年交換プログラムとこの1

年間のその実績である板木さんの活躍ぶりを報告と

しました。また教育委員会からの発表が興味深かった

ので御報告します。 

8月24日に宮城県の岩沼市の教育委員会に教育長と

校長先生3人で伺い次のような「地震から学ぶ」話を

伺ったのでご報告します。 

１．危機意識を持たないことこそ最大の危機である。 

２．災害はすぐにでもやってくる。 

３．最悪の時は原始に戻れ。便利なものに頼るな 

４．子供の安全は地域ぐるみで守り安全に完璧はない。 

５．自分の身は自分で守れ。最悪は子供が一人の時の

災害だ。 

６．リーダーの判断が全てを決める。 

８．音楽、スポーツによりとても元気が出る。 

９．意外に必要なものは発電機 

とのことでした。 

 

 

■■■幹事報告           齋藤栄作副幹事 

① 訃報・当地区１９９７-１９９８年度地区ガバナー
寺山栄一氏が９月２５日ご逝去されました。 

偲ぶ会：10月11日 埼玉グランドホテル深谷 

② 国際ロータリー第2570地区より「ロータリーの友」
特集記事原稿執筆依頼がありました。 

「われらこぞってロータリアンズ」原稿締切り10/10 

「私の家族」原稿締切り10/27 

「私の愛用品」原稿締切り・特になし 

■■■委員長報告  

親睦委員会             宮崎正文委員長 

10/13は入間南との合同夜間例会を予定しています。

当日は講師卓話を予定しております。又、昼間は狭山

ゴルフクラブでコンペを予定しておりますので、併せ

て皆様のご出席宜しくお願いします。 

社会奉仕委員会           齋藤栄作委員長 

9 月末までに街路灯の発送先が全部決定して、10/3

より正式に配布する事が出来る様になりました。最終

年度でもあり40基のところをメーカーのご協力により

44基を4つの区長に寄贈する事になりました。 

万燈まつり実行委員会        吉永章子委員長 

入間ロータリークラブ万燈まつりチャリティー・バ

ザー品ご協力のお願いです。合算３，０００円程度の

お品物を10/3（月）～10/17（月）までに事務所にお持

ち下さい。宜しくお願い致します。併せて検体をお願

いしている方は10/3（月）午前中にご提出下さい。 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞         諸井克彦ＳＡＡ 

宮寺成人君～宮下様タイムリーな卓話ありがとうござ。

います。吉沢誠十君～宮下様５年前の武蔵カントリー

のクラブ選手会ではお世話になりました。石川嘉彦君

～遺児を支援しよう東北。齋藤栄作君～頑張ろう東北。

友野政彦君～早退いたします。 

本日\5,000  累計\278,000 

＜出席報告＞         晝間和弘出席委員長 

＊ 事前欠席連絡 17名 

会員数 出席数 出席率 前回修正率 

42名 26名 66.6％ 47.3％ 

例会場は、ニックス（狭山市）に変更 

１２号 ２６７６回例会 ２０１１年 ９月２９日（木）
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■201１-201２ＲＩ会長：カルヤン・バネルジー  

■ＲＩ第2570地区ガバナー：立原 雅夫 

■会長 : 宮寺 成人 幹事：加藤 国夫 会報委員長：宅見 允  

■当番 : 齋藤 栄作 
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東日本大震災コーナー 

石巻市社会福祉協議会より、毎月の支援・励ま

しに対しお礼状を頂きました。 

一日も早い復興に向け、今後とも支援活動に

取り組んでいきましょう！  
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■回覧、配布物 

① 「ロータリーの友」特集記事原稿執筆依頼 
② 10/29狭山地方地域安全暴力排除推進大会お知らせ 
③ 11/20地区大会出欠表 
④ 他クラブ週報・例会変更のお知らせ 
⑤ 工藤様からのメール 
⑥ 入間南RCゴルフコンペ・合同夜間例会出欠席書 
⑦ 万燈まつり出欠表 
 

■■■ 講 師 卓 話 ■■■ 

「2030年迄のエネルギー動向」 

エクソンモービル副社長    宮下治也様 

世界経済の成長と

社会の発展は、エネ

ルギーによって支え

られています。エネ

ルギーの重要性は普

遍的です。世界全体

のエネルギーの需要

と供給をとりまく現

状を把握し、共通の

経済目標と環境目標

を実現するための展

望を理解することは、

我々エネルギー業界 

だけではなく、各国政府、企業、そして地域社会のリ

ーダー、さらには一般の消費者にとっても不可欠なも

のといえます。こうした現実と見通しを今日はご説明

させていただきます。只、昨年の１０月に改定した資

料ですので、今年の三月の大震災での影響等は入って

おりませんのでご了承下さい。 

①継続的な成長における課題 

今日、世界の人口は７０億人に達しようとしていま

す。２０３０年までにはおそらく８０億人近くにな

り、その大半（８５％近く）を占めるのは非ＯＥＣ

Ｄ諸国でしょう。人口増加と生活水準向上のために

は今後もエネルギー供給が必要であり、非常に大事

な点です。 

②経済およびエネルギーの進化 

１８００年代はバイオマス（薪・動物の糞など）が

主流でしたが、１９００年代からは石油、天然ガス、

および石炭が最も消費量される資源であり続け、２

０３０年には現在よりもわずかに減少し、世界全体

のエネルギーの８０％弱を供給します。これらのう

ちで最も急速に増加するのは天然ガスです。 

③ エネルギーと豊かさのつながり 
ＯＥＣＤ諸国は一人当たりのエネルギーが減ってい

き、ＧＤＰは大幅に増えて効率化が期待されていま

す。又、中国・インドでも大幅なＧＤＰの伸びによ

りエネルギー効率を高めていくと予測しています。 

④ 継続的な経済成長 
ＯＥＣＤ諸国が年平均約２％で成長すると予想して

います。一方、非ＯＥＣＤ諸国のＧＤＰの成長は年

平均ほぼ５％になるとみています。世界的にはこれ

からもアメリカと中国がエネルギー需要の担い手に

なると思います。 

⑤ 経済成長が需要の牽引 
２０３０年までに、非ＯＥＣＤ諸国のエネルギー需

要はＯＥＣＤ諸国の需要を約７５％上回り、非ＯＥ

ＣＤ諸国がすごい勢いでエネルギー使っていくので

はと言われています。 

⑦輸送部門における継続的な需要の拡大 

個人用乗用車は２０１０年から２０３０年にかけて

は４億台増えますが、その一方燃費の向上や、環境

問題・新技術によりエネルギーは横ばいで推移する

と考えています。積載貨物の増加等により商業用（ト

ラック・バス）は需要が大幅に増え牽引していくと

予測しています。 

⑧ 産業部門における需要の拡大 
世界の需要の半分を占めている重工業・化学用の需

要は大幅に増大するにもかかわらず、エネルギーを

開発したり、つくり出したりする為、エネルギーの

使用量はほぼ横這いで推移します。 

以上が２０３０年迄のエネルギー需要内訳を簡単に説

明させていだきましたが、次に要素別での説明をさせ

て頂きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記図にもありますが、これからも石油・天然ガスが

全体の８割を占めて主流となり、天然ガスが大幅に増

加し毎年２％伸びて石炭を追い抜きます。再生可能の

エネルギーの伸び率は高いのですが、世界の主流にな

るのは中々難しいのではないでしょうか。原子力は此

処では２．３％と予測されていますが、福島の問題が

ありましたから多分大幅に見直されると考えられます。 

 世界が３０分の間にどれ位のエネルギーを消費して

いるかの例を申しますと●家庭用電力需要はフーバー

ダム１，１００基分に匹敵●大西洋横断２４０回分の

ジェット燃料を消費●１３０万台の自家用車がガソリ

ンを給油●熱気球７万基分の天然ガスを消費●エッフ

ェル搭１０基分の鉄鋼を生産●ロンドンにおける８日

分の電力消費に相当します。 

 生活水準の向上・経済の成長によって世界は発展し

続けていき、エネルギーの需要が３５％増加する中で

安定した安価なエネルギーを供給する解決策としては、

効率の向上、温室効果ガス排出量の削減、供給の拡大、

テクノロジーを開発していく事を地道に遣って行かな

くてはなりません。 

             

会報委員会（宅見・石川嘉・豊田） 
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東日本大震災コーナー 

10/11石巻、全避難所閉鎖、約70人は待機所へ

石川嘉彦君～やっぺす石巻 

齋藤栄作君～寒さに負けず頑張ろう東日本 

        

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

＜１１月プログラム＞ 

 

＜今月のお祝い＞  

会員誕生日 山岸義弘君  
夫人誕生日 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≫ 

米山記念奨学推進委員長       井上 豊 様 

 このクラブには何も言うことは

ございませんが、昨年の金額を落

とさないよう宜しくお願い致しま

す。米山奨学事業の価値として李

さんを上手に育てて頂き、米山の

目的となる世界平和と日本をよく

理解してくれる親日家そんな学生

に育てていただければ有りがたいです。 

 

秦野ロータリークラブ       玉木 茂 様 

飯能ロータリークラブ       田辺 實 様 

米山奨学生            李 宝雲 様 

■■■会長の時間          宮寺成人会長 

おかげ様で会長就任以来多くの会員の活躍により 4

か月目に入ることができありがとうございます。どう

ぞ今後ともよろしくお願い致します。 

ＲＣには「特別月間」（months,Rotary）という言葉

があります。これは、クラブだけでなくロータリアン

一人ひとりがロータリーの活動に参加するよう強調す

るためＲＩ理事会が特別に指定した月間。会員増強・

拡大月間（8月）、新世代のための月間（9月）、職業奉

仕・米山記念奨学委員会月間（10月）、ロータリー財団

月間（11月）、家族月間（12月）、ロータリー理解推進

月間（1月）、世界理解月間（2月）、識字率向上月間（3

月）、雑誌月間（4月）、ロータリー親睦活動月間（6月） 

昨年の例会プログラム表に「月間」が表示され分か

り易かったので今年も同様に表示しております。 

10月は職業奉仕・米山記念奨学委員会月間であり、

本日地区委員長井上豊様を迎え米山奨学生である李 

宝雲さんの卓話をお願いしてあります。 

職業奉仕月間としては、地区において「我らの生業」

を編纂するため会社の紹介の依頼が来ておりますので

西山委員長から声がかかりました時にはぜひご協力を

お願いします。 

地区職業奉仕委員長の田代様より以下の文章が届い

ております。 

経営ポリシーとノウハウを「我らの生業」としてま

とめ、シェルドンが自然の法則であり、神の摂理であ

り、科学であると確信した「サービスの法則」を検証

し、会員にとって大変興味ある、実践的な、会員同士

がより親しくなれる冊子になるものと期待します。 

 

■■■幹事報告            加藤国夫幹事 

第４回幹事報告 ＜協議事項＞ 

1 11月のプログラムについて 

2 親睦旅行会計報告 

<報告事項> 

①10/ 8フレッシュマン研修セミナー 

 10/11万燈まつり実行員会 

10/13ＩＭ実行委員会打ち合わせ 

 10/14入間市戦没者追悼式 

 当番 内 容 

 3日  法定休日 

10日 関根 
講師卓話  

松本光司 ロータリー財団委員長

17日  地区大会に振替（１１/１９・２０）

24日 関谷 
講師卓話 中部航空方面隊司令 

総務課長 江口１等空佐 

13号 ２６７7回例会 ２０１１年10月 6日（木） 
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巾着田の彼岸花(加藤幹事撮影) 

10/15第２回会員増強セミナー 

 10/30米山記念奨学会セミナー・カウンセラー会議 

  11/ 2会長幹事会  12/4ライラデ― 

② ポリオ１人15ドル1,170円事業参加費より 

   パーマネントファンド1人10ドル780円食事費より  

 

■■■委員長報告  

会報委員会             宅見允委員長 

２週間前の例会で所長が「弁護士の人口問題」の卓話

をさせて頂きました。田島の真意は「これから日本を

背負って立つ優秀な若者は司法等という人の尻拭いを

するような職業ではなく、もっと世界に通用する建設

的な自然科学や社会科学、金融制度等の分野に進出す

べきだ」と言う提言です。是非皆さまの周囲の方々に

もこの会報をご覧頂ければ嬉しいです。 
親睦委員会              宮崎正文委員長 

来週13日の入間南ＲＣとの合同例会は昼間狭山ゴル

フクラブにてコンペを行い、ニックスにて夜間合同例

会を行います。宜しくお願いします。 

雑誌委員会            石川山治委員長  

ロータリーの友10月号横組み1頁「RI会長による国

際大会の進め」8頁「職業奉仕月間を迎えて」24～30

頁「ロータリー多岐にわたる活動」。縦組み2～6頁「海

洋日本は元気を出せ」11頁「うつ病と呼吸法」20頁「あ

らためて感謝の気持ちでいっぱい」28頁「蛍の出前で

老人ホーム慰問」を是非ご覧下さい。 

プログラム委員会         忽滑谷明委員長 

表記の通り11月プログラムのご案内をします。 

米山奨学委員会          粕谷康彦委員長  

奨学生が安心して勉強出来る様に皆さんのご寄付宜

しくお願いいたします。 

山岸義弘直前会長 

ポールハリスゆかりの月桂樹の苗木をアリットに植

樹いたします。10月11日午前11時に植樹のセレモニ
ーを行いますので、ご参加ください。市側の参列予定

者は市長、アリット副館長、企画部次長です。 
 

＜ニコニコＢＯＸ＞       諸井克彦ＳＡＡ 

井上豊様～本日は米山月間卓話でお邪魔しました 宜

しくお願い致します。玉木茂様、田辺實様～本日はお

世話になります。宮寺成人君、加藤国夫君、山岸義弘

君、吉永章子君～井上委員長・玉木様・田辺様ようこ

そ。忽滑谷明君、粕谷康彦君～井上委員長本日は入間

までありがとうございます。岩崎茂君、豊田義継君～

田辺様ようこそ。晝間和弘君～井上様ようこそ・忽滑

谷さん写真ありがとう。加藤国夫君～先週は欠席して

申し訳有りません。山岸義弘君、大野賢次君、平岡達

也君、山根宏夫君、齋藤金作君、宮崎正文君、滝沢文

夫君、諸井克彦君、間野尚君～写真ありがとうござい

ます。水村雅啓君～早退します。 

本日\59,000  累計\337,000 

 

＜出席報告＞         晝間和弘出席委員長 

＊ 事前欠席連絡3名 

■回覧、配布物 
① 「ロータリーの友」原稿執筆依頼 
（川柳・我等の生業） 

② 11/20地区大会出欠表 
③ 他クラブ週報・例会変更のお知らせ 
④ 入間南RC合同夜間例会出欠表・バス利用の有無 
⑤ 万燈まつり出欠表・会場当番表 
⑥ 週報11,12号 
 

■■■ 講 師 卓 話 ■■■ 
「米山奨学生としての私」    李 宝雲 様 

中国語で名前は「li baoyun」で

す。1984年11月29日生まれ、出身

地は遼寧省朝陽市、古い町で化石や

鉱石が多く採掘されており、お土産

は化石や陶器が有名です。現住地は

大連市で朝陽市から車で五・六時間

の海に囲まれた新しいファッション

の魅惑と食(シーフード)の都市です。 

 

中国の概要:23個省、

5つの自治区(広西壮

族・内蒙古・西蔵・寧

夏回族・新疆维吾尔)、

4つの直轄市(北京市・

天津市・上海市・重慶

市)、2つの特別行政区

(香港・マカオ)、1つ

台湾省 地球市:282(県:164個)県級市:374 

大連外国語学院でビジネス日本語を学び現在は武蔵

野学院大学にて国際コミュニケーション学科に在籍。

小暮祐一先生のゼミで通信、モバイル、コミュニケー

ションを専攻しています。テーマとしては、これから

の情報社会の中においてコミュニケーションの視点・

角度から「ICT・Eコマースとコミュニケーション」を

研究しています。 

米山奨学生になって変わった事は、充実した有意義

な留学生活を頂き本当の日本社会を知り、多角度的な

考え方が生まれ、他者理解というものが良く解りまし

た。米山奨学生として皆様との縁を大事にして国際的

な架け橋の仕事が出来ればと思っています。これから

もどうか宜しくお願い致します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員数 出席数 出席率 前回修正率

42名 32名 80.0％ 80.0％ 

会報委員会（宅見・石川嘉・豊田）
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東日本大震災コーナー 

石巻では気温がかなり低くなってきています。各仮設

住宅内に一人暮らの高齢者等のケアを行なうコミュ

ニティーセンターを開設。そこで飲める検査済の狭

山茶100ｇ100個を10/18に送ります。 

        

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

■■■会長の時間          宮寺成人会長 

今日は、入間南ＲＣとの合同例会であり、担当は入

間ＲＣです。朝 9 時からは懇親ゴルフコンペを狭山Ｇ

Ｃにおいて19人で仲良く行いました。豊田会員の配慮

により特別サービスをしていただきました。 

 今月11日の11時からアリットにおいて50周年記念

行事の一環である月桂樹の記念植樹を行いました。木

下市長、企画部長、館長等ご出席をいただき、市長の

挨拶後、第51代目会長の細淵会員が趣旨説明を行いま

した。その後諸井会員が得意の造園技術で 2 年間育て

た月桂樹の鍬入れを行いました。この様子は入間ケー

ブルテレビが録画して14日17時45分に放映されます。 

懇親会の前には、野村証券㈱本店投資情報部・山田

様より「米ドルの行方」というテーマで講演頂きます。 

 
■回覧、配布物 
① ９月６日例会「米山月間卓話」のお礼状 
② ロータリーの森植樹写真 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■■■幹事報告            加藤国夫幹事 

・米山記念奨学委員会・推進委員長「井上豊」様 
９月６日例会に「米山月間卓話」のお礼状届く 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞       諸井克彦ＳＡＡ 

宮寺成人君、加藤国夫君～野村證券・山田様本日は講

演宜しくお願い致します。齋藤栄作～ガンバレ日本 
本日¥3,000  累計¥340,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14号 ２６７8回例会 ２０１１年10月13日（木） 

The Rotary Club of Iruma  

入間ロータリークラブ 

Weekly Report 

2011-12年度RIテーマ 

■201１-201２ＲＩ会長：カルヤン・バネルジー  

■ＲＩ第2570地区ガバナー：立原 雅夫 

■会長 : 宮寺 成人 幹事：加藤 国夫 会報委員長：宅見 允  

■当番 : 宮崎 正文 

■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 

■■■ 講 師 卓 話 ■■■

「米ドルの行方（日本株式相場の今後）」 

野村證券（株）本社投資情報セミナー担当 山田 照雄様 

当社アナリストは、ドル・円相場を動かすのは米国・日本の２年国債の利回り

差が要因と考えています。日米の金利差が拡大しますと、金利差を得る為に円か

らドルへの投資が起こり、円安になるという事です。現在ドル円相場は、76-77
円近辺で安定しております。その理由としては、米国では今後２年間の実質ゼロ

金利政策を発表したため、米国・日本の２年国債の金利差はほとんどない状態と

なっている事、EUの危機から金融市場ではリスクオフの状況が生まれ海外投資 
家からは、安全資産としての日本国債が買われている事などが、円高圧力として考えられます。し

かし当社アナリストは2012年半ばから2013年にかけましては、世界景気が回復基調に入ると考え
ております。米国景気も財政政策、金融政策の効果が発揮され、再び成長軌道に戻り2012年半ばか
らは、米国の金利引き上げに対する期待が高まって来ると考えています。その時点では、再び米国・

日本の金利差が拡大し、緩やかな円安傾向をたどると考えております。   
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優勝おめでとう 

手に手つないで 

今でこそ頑張ろうロータリーアン 

狭山ゴルフ・クラブ 優勝：滝沢文夫 準優勝：大河内隆敞 

会報委員会（宅見・石川嘉・豊田）
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東日本大震災コーナー 

全世界・全日本に広がるロータリーの輪をバックボー

ンに継続的(毎月)に被災地のニーズに合った支援を

行う事が大事と確信し、今後も入間ロータリークラ

ブは継続的且つ長期的に支援を展開して参ります。 

        

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■■会長の時間          宮寺成人会長 

今日は第3回クラブ協議会です。手続要覧の6ペー

ジに定義がありますので読みます。 

 クラブ協議会（Club  Assemblies）クラブ協議会は、

クラブのプログラムと活動もしくは会員教育について

協議するために開かれる、クラブ役員、理事、委員会

委員長を含む全クラブ会員の会合である。クラブ会長、

もしくは指定された他の役員が、クラブ協議会の議長

を務め、ガバナーまたはガバナー補佐の訪問時や、ほ

かの適切な時に数回開かれる。クラブは、地区全域の

プログラムと活動に関する報告が受けられるように、

地区協議会と地区大会の直後にクラブ協議会を開催す

るよう奨励されている。 

当クラブのクラブ協議会は1回目が5月11日に開催

しました。これは地区協議会が4月24日ものつくり大

学キャンパスにおいて行われ、立原雅夫ガバナーの「次

年度の目標と指針」が発表され、部門別の研修会が行

われ、これを受けてのものでした。武蔵クラブにおい

て（１）ＲＩ会長、2570地区ガバナー、私、の方針発

表、（２）クラブ予算（３）家庭集会の開催（４）年度

計画書の作成について協議をしました。またこのクラ

ブ協議会に提出する協議事項について5月 2日の新現

理事会で承認を受けております。今後の予定は第 4 回

目が24年1月19日、第5回目が4月5日、6回目が6

月7日という予定です。 

 

■■■幹事報告            加藤国夫幹事 

①入間社会福祉協議会 チャリティーゴルフの件 

日時11月 会場 狭山ゴルフカントリー 

②2570地区第3グループ2011年～2012年IM 

 第1回プレゼンテイション実行委員会議妙録報告 

第2回開催12月8日（実行委員出席） 

 

 

 

■■■委員長報告 

会員増強委員会       吉永章子会長エレクト 

１０月２５日第２回会員増強セミナーが本庄の「早

稲田リサーチパーク本庄」でおこなわれ、岩崎ロータ

リー情報委員長、吉沢増強委員長、そして私の３人で

参加した。５グループから５名が代表してパネルデス

カッションが行われ、入間 RC からは吉沢増強委員長
が出席した。セミナーでの勉強を活かし入間市の人口

の１０００分の１を目標に新入会員増強をクラブ会員

一人一人の使命と痛感した。 
会報委員会           宅見允委員長 

会報表紙を飾っております「彩の森のカルガモ親子」

の写真を11月から装いを新たに、親睦旅行で行き感動

した新穂高展望台から見た北アルプスに模様替えいた

します。又、齊藤金作会員にお骨折頂き「中国古典名

言集」を月に1～2回掲載する事にしました。 

親睦委員会           宮崎正文委員長 

先週の南との合同例会お疲れ様でした。無事終了す

ることが出来、ご協力ありがとうございました。 

社会奉仕委員会          齋藤栄作委員長 

前回の週報に載せました様に、石巻へ検査済み狭山

茶１００ｇ１００個を送りました。 
新世代部門委員会        滝沢文夫委員長 
10/19東京麻生ロータリーにメイキャプに行ってき

ました。その際にバナーを頂きましたので報告します。 

10/23東松山の紫雲閣にて青少年交換プログラム40期

帰国報告会・42期派遣候補生開講式に出席します。 

万燈まつり実行委員会      吉永章子委員長 

バザー品のご協力ありがとうございました。品物を

頂戴していない方は事業費から3000円を引き落とさせ

て頂きます。又、22日の打ち合わせを例会後に行いた

いと思いますので、万燈まつり各部門から1名ずつお

残り下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

■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 

The Rotary Club of Iruma  

入間ロータリークラブ 

Weekly Report 

第１５号 ２６79回例会 ２０１１年10月20日（木）

2011-12年度RIテーマ 

■2011-2012ＲＩ会長：カルヤン・バネルジー  

■ＲＩ第2570地区ガバナー：立原 雅夫 

■会長：宮寺 成人 幹事：加藤 国夫 会報委員長：宅見 允  

■当番: 齋藤 福太郎 

■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
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＜ニコニコＢＯＸ＞        諸井克彦ＳＡＡ 

宮寺成人君、吉永章子君、友野政彦君、細淵克則君～

植樹の時の写真ありがとうございます。石川嘉彦君～

シーベルトに負けないぞ。齋藤栄作君～紅葉が美しい

石巻へ。加藤国夫君～忽滑谷さん写真ありがとう。宮

崎正文君～先週の合同例会無事終わりご協力ありがと

うございます。滝沢文夫君～親睦ゴルフ優勝させて頂

きありがとう。豊田義継君～次女が結婚しました 祝電

ありがとうございます。関根靖郎君～早退します。 

本日\15,000  累計\355,000 

 

 

＜出席報告＞         晝間和弘出席委員長 

会員数 出席数 出席率 前回修正率 

42名 32名 78.0％ 80.0％ 

事前欠席連絡 4名 

 

■回覧、配布物 
① ガバナー月信10月号 ハイライト米山139 
② 国際ロータリー第2570地区「我等の生業寄稿願い」 
③ 青少年交換委員会派遣学生9月次報告書 
④ 2011-2012年度IM会議録 
⑤ 茶の香めーるVol.42         
⑥ 市民チャリティーゴルフ大会  
⑦ 他クラブ週報・例会変更のお知らせ 
⑧ 地区大会２日目出欠表 
⑨ 入間RC出席状況表・親睦旅行会計報告・週報13,14号 
 

 
 

■クラブ奉仕委員会       友野政彦委員長 

順調に三ヶ月が経緯しておりますが、会員増強だけ

は皆で達成できる様に、ご協力宜しくお願い致します。 

■職業分類委員会        大野賢次委員長 

職業分類表の内容をご確認下さい。変更がございま

したらご連絡下さい。 

■会員選考委員会        森田英郎委員長 

入会候補者が未だですので、一日も早く候補者が現

れることを期待しております。宜しくお願いします。 

■会員増強委員会        晝間和弘委員 

数名の方にお声が消しましたが、入会の返事はいた

だいておりません。再アタック及び新規の方へのお声

がけをして本年度目標である３名の増強を達成します。

会員増強セミナーに行き、会員一人一人の熱意がない

と会員増強は出来ないと確信して参りました。皆様の

ご協力を宜しくお願い致します。 

■出席委員会          晝間和弘委員長 

メイクアップは来年から予定しております。又、本

日三ヶ月分の出席状況表を配布いたしましたのでご確

認下さい。今後共ご協力宜しくお願い致します。 

■親睦活動委員会        宮崎正文委員長 

新旧役員慰労激励会・親睦旅行・南RCとの合同例会

の行事を実施しました。今後はクリスマス会・新年会

の準備を致しますのでご協力宜しくお願い致します。 

■雑誌委員会          石川山治委員長 

「ロータリーの友」はロータリーアン活動を知る上

で大事なものですので、是非理解を深めて下さい。 

■プログラム委員会       忽滑谷明委員長 

７月より現在まで、会員の皆様のご協力により、概

ね順調にプログラムを消化してきております。来年、

２月～４月は卓話の予定が多くございます。引き続き

皆様のご協力ご指導をお願い致します 

■広報委員会           繁田光委員長 

活動計画として挙げた、記者クラブ訪問PR・クラブ

ホームページのリニューアルはまだ達成されていませ

ん。今後、鋭意努力しますのでご協力お願いします。 

■ロータリー美術館       齋藤金作委員長 

定番で残っていますのは、お正月の第一例会ですが、

写真展も併せて考えております。先日の親睦旅行で行

きました碌山美術館では大変感銘を受け、これからも

良い美術館巡りを継続して企画お願い致します。 

■職業奉仕委員会        西山祐三委員長 

今年度、私が例会に欠席がちの事もありまして、4

つの活動計画の内、現状では、「四つのテストを唱和す

る」との計画のみ出来ておる状況です。残り 3 計画を

年度末までには達成したいと思っております。今後も

皆様のご協力をお願い申し上げます。 

■社会奉仕委員会        齋藤栄作委員長 

山畑年度に発足しました、地域交流会も５年が経過

し、素晴らしい成果を挙げています。また市内全域の

区長会を巻き込んだ、ＬＥＤ防犯灯設置推進事業も継

続的に行い最後の年度でもある今年は44基の設置が完

了いたしました。そして最後に、今回の万燈まつりに

東日本大震災の支援の歩みを掲示し、市民の皆さんに

入間ロータリークラブの社会奉仕活動を見てもらうこ

とにしました。 

■環境保全委員会         間野尚委員長 

加治丘陵の保全活動・福島原発事故を踏まえ今後の

電力供給を検証・第2570地区を中心に積極的に環境保

全の情報を入手。この３つの活動を現在進行中です。 

先日の入間市博物館での月桂樹の植樹、平成２３年度

第一回入間市ごみ減量化等推進協力会主催の「ごみゼ

ロ運動」等の会議に参加してまいりました。 

■国際奉仕委員会        関谷永久委員長 

米山からの受入で、李さんは山岸会員にお世話頂い

ており、工藤君も順調に学生生活を送っております。

里親10名の援助も頂きありがとうございます。 

■ロータリー財団委員会     上野弘勝委員長 

来月はロータリー月間ですので11月 10 日に奨学生

をお呼びして卓話を予定しておりますので、是非とも

ご協力の程お願い致します。 

■米山記念奨学委員会      粕谷康彦委員長 

今月は米山月間に温かい、ご寄付を頂きありがとう

ございます。これからもご協力宜しくお願いします。 

■新世代奉仕部門委員会     滝沢文夫委員長 

タイムスケジュール的にお話させて頂きます。 

７月・青少年交換プログラム派遣生帰国、インターア

クト年次大会（不参加）８月・青少年交換学生帰国挨

拶 ９月・ 新世代月間青少年交換学生帰国報告(例会

にて)、新世代部門セミナー（国際女性教育会館にて）

これからの予定と致しましては12月のライラ等に積極

的に参加したいと思っています。 

 

■■■第３回クラブ協議会■■■  

会報委員会（宅見・石川嘉・豊田）
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東日本大震災コーナー 

支援の歩みパネルと募金箱を設置しました。

        

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

              

 

 

 

            

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16号 ２６８０回例会 ２０１１年10月22日（土） 

The Rotary Club of Iruma  

入間ロータリークラブ 

Weekly Report 

2011-12年度RIテーマ 

■201１-201２ＲＩ会長：カルヤン・バネルジー  

■ＲＩ第2570地区ガバナー：立原 雅夫 

■会長 : 宮寺 成人 幹事：加藤 国夫 会報委員長：宅見 允  

■実行委員長 : 吉永 章子 

■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 

10/22(土)-23(日) 活動のPRとバザー&やきいも店 

先ずは一番に 

入間ロータリークラブの歴史と活動内容を掲示 

市制施行45周年記念 第33回入間万燈まつり
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雨の中の設置、大変でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安納焼き芋は 

 今年も大盛

始まる頃には雨もやみ、バザーと焼き芋売りの開始です。 

加藤さんのお孫さんが良くお手伝いしてくれました。 

2010,11年度の奨学生 

の写真を貼り出し、 

育成支援活動をアピール 
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＜１２月プログラム＞ 

＜今月のお祝い＞ 

会員誕生日 
大野賢次君 関谷永久君 
宅見允君  摂田順一君 

夫人誕生日 
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 
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＞ 

Ｒ財団国際親善奨学候補生  小川 あい 様 

米山奨学生         李  宝雲 様 
■■■会長の時間       宮寺成人会長 

先月の 22・23 日の万燈まつりには、初日雨の 

中多くの会員の御参加によりテントの設営、展示 

物による広報、バザー、安納芋・焼のりの販売等 

業界での祭りのお役目がある中、都合をつけ協力 

いただきありがとうございました。雨の降り出し 

 

を幹事が予測して糟谷会員に調達をお願いした

簡易テントが功を奏し、傘のように簡単に広げら

れ、芋焼き機、テーブルを置き雨にもかかわらず

準備で来ました。バザーは雨が上がってきたため

吉澤会員から借りた駐車場からバザー用品をみ

んなで運び販売しました。芋焼き機は今回から１

台増加させ２台にして待ち時間を少なくする努

力をしました。幹事の会社が固い金属を曲げる技

術があり制作していただきました。 

展示物の中に青少年交換派遣学生として１年

間ベルギーに留学した板木さん、ベルギーから交

換学生として豊岡高校に入学したピロンさんの

写真もあり、この写真を見ている方が目立ちまし

た。おかげ様で１日目は１０時から２０時まで２

日目は８時半から５時半までという長時間にわ

たる万燈まつり参加例会を終了いたしました。 

今月から財団月間になります。ドイツのデトモ

ルト音楽大学に工藤聖彦さんがロータリー財団

国際親善留学生として今年の８月から留学して

います。上野ロータリー財団委員長から寄付の申

し出がありましたら喜んで受けて下さい。 

■■■幹事報告        加藤国夫幹事 

第 5回理事会報告 ＜協議事項＞ 

1.12 月・1月のプログラムについて 

12/1 年次総会 12/29 年越しそば「五文字屋」 

2.入間南ＲＣ合同例会会計報告について        

3.リトルシニア杯 後援のお願い 

4.地区大会バス利用 バスの手配をする 

＜報告事項＞ 

1.12/4「ライラデ―」開催・東松山市 紫雲閣 滝

沢文夫 新世代部門委員長・板木麻耶さん出席 

2.11/18 入間市表彰審査会 

11/21４クラブ合同懇親会     

3.11 月レート 78 円/＄ 

■■■委員長報告  

ロータリー情報委員会  岩崎茂委員長 

11/29にロータリー情報研修会を開催いたしま

すので是非ご出席お待ちしております。 

 当番 内 容 

 1 日 摂田 
会員卓話 

平岡達也会員、石川嘉彦会員

 8 日 滝沢 
講師卓話 

貫田晋次郎 狭山警察署長 

15 日  クリスマス例会 ﾍﾘﾃｲｼﾞ飯能

22 日 宅見 講師卓話 未定 

29 日 友野 
年越しそば例会 

会場移動 於：五文字屋 

 

第１７号 ２６８2回例会 ２０１１年１１月１０日（木） 

2011-12年度RIテーマ 

■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 

■2011-2012ＲＩ会長：カルヤン・バネルジー 

■ＲＩ第2570地区ガバナー：立原 雅夫 

■会長：宮寺 成人 幹事：加藤 国夫 会報委員長：宅見 允 

■当番：関谷 永久 

The Rotary Club of Iruma   入間ロータリークラブ 

Weekly Report 

■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 

東日本大震災コーナー 
石巻市社会福祉協議会よりお礼状を頂きまし

た。 ガンバレ石巻→友野政彦君・齋藤栄作君・

吉永章子君・粕谷康彦君・宅見允君・間野尚君・

忽滑谷明君   まけねど東北→石川嘉彦君 
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親睦委員会           宮崎正文委員長 

12/15 にクリスマス家族会を開催いたします。

皆様のご出席宜しくお願い致します。 

雑誌委員会            石川山治委員長 

ロータリーの友 11 月号横組み 1頁「価値を決

めるもの－RI 会長メッセージ」41,42 頁「ポリ

オ・プラスのプラス入門」。縦組み 2頁「沖縄興

南高校野球部監督の手記」18 頁「私の老年健康

管理 友愛の広場より」を是非ご覧下さい。 

プログラム委員会       忽滑谷明委員長 

表記の通り 12 月プログラムのご案内をします。 

健康管理委員会       山根宏夫委員 

24日にインフルエンザ予防注射を 12時前から
行ないます。ご家族を含めて是非入らして下さい。 
社会奉仕委員会       齋藤栄作委員長 

 入間市の防犯灯が当クラブの影響でＬＥＤに

全て変わる事になりました。又、先日 1998-1999

年度のＲ財団国際親善奨学生の山本様からお礼

のお手紙を頂きましたのでご報告いたします。 

ロータリー財団委員会    上野弘勝委員長 

 財団の夢計画に対して勉強会を予定してます。 

米山記念奨学委員会      粕谷康彦委員長  

先日、カウンセラーセミナーに参加して三人の

カウンセラーの発表がありました。 

新世代奉仕部門委員会    滝沢文夫委員長 

青少年交換学生第40期帰国報告会並に第42期

候補生開講式に出席しました。候補生は 5名です

が、その内 3名は中学 3年生です。帰国後の大学

受験を考慮し、より若い世代に広く世界を体験し

て貰いたいとの新世代奉仕部門の考え方です。 

入間万燈まつり     吉永章子実行委員長 

第 33 回入間万燈まつりが無事終了しました。

入間 RC は 16 回目の参画で地域の方々に RC の存

在と内容をご理解頂けた事と思います。会員皆様

方のご協力、感謝致します。準備段階でお立替分

がありましたら事務局にご提出願います。  

＜ニコニコＢＯＸ＞     諸井克彦ＳＡＡ 

齋藤福太郎君～11/6 にダイヤモンド婚(60 年)を

迎えました。宅見允君～福太郎さんおめでとうご

ざいます。宮寺成人君、加藤国夫君、細淵克則君、

上野弘勝君～小川さん卓話宜しくお願いします。

滝沢文夫君～小川様・李様若い世代に期待してま

す。宮崎正文君～入間市制 45 周年記念式典で表

彰されました。友野政彦君～万燈まつり写真あり

がとう。岩崎茂君～植樹の写真ありがとう 

本日¥101,000  累計¥456,000 
＜出席報告＞        晝間和弘出席委員長 

＊ 事前欠席連絡 5名 
■回覧、配布物 
① ロータリーの友 11 月号 ガバナー月信 11 月号 

② 地区大会プログラム・地区大会プログラム訂正 

③ 腎・アイバンク会報・万燈まつり御協賛お礼 

④ 他クラブ週報・例会変更のお知らせ 

⑤ 2010-2011 年度 RI 第 2530 地区震災の記録   

⑥ 11/29 ロータリー報研修会出欠表 

⑦ 12/15 クリスマス家族会出欠表 

⑧ 武蔵野音大演奏会・R財団奨学生工藤様からのお便り 

⑨ 川越 RC 創立 60 周年記念ゴルフ大会のご案内 

⑩ 国際Ｒ第 2570 地区会員増強セミナーのお礼 

■■■ 講 師 卓 話 ■■■ 
             小川 あい 様 

私は幼い頃から、ずっと言葉

に興味を持ち続けていました。

小学校の高学年では和歌を覚

えることが趣味になり、高校で

は文芸部に所属し、三島由紀夫

の小説が好きで、「三島雪女」

というペンネームで小説を書

いていました。早稲田大学入学後色々な言葉を勉

強するという夢が叶いました。勉強した言葉は、

英語、中国語、ドイツ語、古典ギリシャ語、ラテ

ン語、サンスクリット語、満州語、ポーランド語、

ヘブライ語、アラビア語、ヒエログリフです。最

近は留学準備の為、フランス語を始めました。沢

山の言葉のどこが違って、どこが似ているのか、

どうして言葉が違っていても、同じような意味を

伝えられるのか、それを考えるためには、言葉を

分析する道具が必要です。そこで私は、形式意味

論という分野に出会います。形式意味論というの

は、数学的記号を使って言葉の意味について研究

する言語学の一分野です。翻訳機の精度の向上で、

世界中の人たちがコミュニケーションを深める

ことができ、より人に優しいコンピュータを開発

できたら、きっとロータリークラブのモットーで

ある世界平和にも貢献できる。そういう思いで、

私はこのロータリークラブ奨学金に応募させて

頂きました。そして幸運にも奨学候補生として、

ロータリアンの方々と出会う機会を頂き、その中

で自分の成長を実感しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 会員数 出席数 出席率 前回修正率

42 名 32 名 80.0％ 85.3％ 

会報委員会（宅見・石川嘉・豊田）
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＜ビジター・ゲスト＞ 

中部航空方面隊司令部総務部長 

一等空佐 江口純一郎 様 
■■■会長の時間       宮寺成人会長 

11月 19日は川越プリンスホテルでＲＩ会長代
理井上ご夫妻を迎え、川越ＲＣ創立 60 周年記念
式典祝賀会も兼ねて歓迎晩餐会が開かれました。

出席者は 313人であり大変な賑わいでした。特に
友好クラブである台北のＲＣから 25 人のロータ
リアンが出席していたのは目立ちました。 

20日は俳優の林隆三さんが朗読のほかにシャ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            当番：関根 靖郎 
 
ンソンを弾き語りされこのシャンソンがとても 
上手でした。俳優を始める前渋谷のジャンジャン 
で 1年間シャンソンを歌っていたそうです。 
 各ロータリークラブの紹介等が大画面に映し

出され、映像がとても綺麗で印象的でした。地区

大会が 11月に行われるのは初めての経験ですが 
決議内容、表彰等、前年に関する事が多くこの時

期の開催は妥当であると思いました。 
 ＲＩ会長代理の井上様が総評の中で、第 1次世
界大戦が終了した後、ロータリーが世界平和に貢

献する方法について議論して「教育」で対処する

ことになり世界のロータリアンから寄付を集め

設立したのがロータリー財団との事でした。その

資金で国際親善留学生制度を創り日本の第一号

が緒方貞子さんでした。これからの 100年のロー
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■2011-2012ＲＩ会長：カルヤン・バネルジー 
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■会長：宮寺 成人 幹事：加藤 国夫 会報委員長：宅見 允 

■当番： 

The Rotary Club of Iruma   入間ロータリークラブ 

Weekly Report 

■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 

東日本大震災コーナー 
石巻市社会福祉協議会へ11月は粉のお茶100

ｇ100 個を繁田会員の協力により送付しました。

会場:川越プリンスホテル

国際ロータリー第 2570 地区 2011-2012 年度   地 区 大 会 

第１９号 ２６８４回例会 ２０１１年１１月24日（木） 
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タリーはどうあるべきかとのガバナーの宿題に

は、貧富の格差が広がるので「識字率の向上」を

さらに進め経済的負の連鎖を防ぐ様にすること

が重要であると言われました。私と同業の税理士

を職業にされる方がこれだけの活躍をされ業界

イメージを上げて頂いた事に感謝いたします。ま

た入間ＲＣが持参した月桂樹についてガバナー

が紹介し各クラブにお持ち帰りいただきました。 

 

■■■幹事報告        加藤国夫幹事 

① 入間市交通安全対策推薦協議会 
交通安全功労者(個人・団体)推薦依頼について 
② 事業費について・不足されていると思われる方
は早めの入金をお願いいたします 

 

■■■委員長報告  

会員増強委員会       吉沢誠十委員長 

 五ヶ月がたち未だ結果が出ておりませんので、 

新規の会員候補のご紹介宜しくお願いします。 

ロータリー情報委員会       岩崎茂委員長 

11/29のロータリー情報研修会は齋藤金作会員

に講師をお願いし、大変内容の濃い勉強会となっ

ております。尚、終わりました後に夕食会も用意

しておりますので是非ご参加下さい。 
社会奉仕委員会       齋藤栄作委員長 

狭山茶の風評被害に対して社会奉仕委員会と

して考えさせて頂きご報告出来ればと思います。  
 

＜ニコニコＢＯＸ＞     諸井克彦ＳＡＡ 

宮寺成人君、加藤国夫君、豊田義継君、忽滑谷明

君～江口様本日は卓話宜しくお願いします。摂田

順一君～長らくご無沙汰致しました。岩崎茂君～

埼玉ソロプチゴルフ大会に忽滑谷・吉沢・滝沢･

繁田 4名の参加有難うございました。関谷永久君

～JCF 社交ダンス競技会で 3位に入り D級に昇級

しました。宮寺成人君、斎藤福太郎君、西山祐三

君、宅見允君～写真ありがとう。石川嘉彦君～希

望だよ東北。齋藤栄作君～ガンバレ日本 

本日￥16,000  累計¥472,000 
 

＜出席報告＞        晝間和弘出席委員長 

＊ 事前欠席連絡 3名 
 
■回覧、配布物 
① ハイライトよねやま 140 

② 国際ロータリーカタログ 

③ 青少年交換委員会派遣学生 11 月次報告書   

④ 11/29 ロータリー情報研修会出欠表 

⑤ 12/15 クリスマス家族会出欠表 

⑥ 12/29 年越し蕎麦例会出欠表 

⑦ R 財団奨学生工藤様からのお便り 

⑧ 国際Ｒ第 2570 地区 地区大会のお礼 

⑨ 他クラブ週報・例会変更のお知らせ 

⑩ 週報 17 号 

ダイヤモンド婚おめでとうございます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

■■■ 講 師 卓 話 ■■■ 
航空自衛隊の現況   江口純一郎 様 

中部航空方面隊は入間基

地に司令部を置き、関東、中

部及び近畿エリアの防空を

主任務としています。任務と

致しましては平時にはひた

すら訓練を行い警戒監視、防

衛力整備等をしております。 

組織は防衛大臣の下に航空幕僚庁その下に実

戦部隊として航空総隊・航空支援集団・航空教育

集団・航空開発実験集団・補給本部・その他の部

隊で構成され総勢司令官以下約 7,000 名となっ

ております。緊急発進は 21 年より 22 年度は 2割

ほど増えており、ロシア機は日本の航空防衛力の

能力チェック、通信・周波数の傍受それに対する

分析・妨害をするには如何したら良いか等の情報

収集を目的に来ていると思われます。 

訓練としては今回で五回目となりますが米国

アラスカ州空軍基地において実施される同演習

に参加し、今回は初めて日豪での戦闘機戦闘訓練

も行なって来ました。 

災害派遣の要請・受理は臨機応変に行なわれ、

台風 15 号に伴う災害派遣や今回の東日本大震災

などの広域且つ大規模災害には陸海空が一緒に

なって任務を遂行します。大震災時には松島基地

の復興と周辺地区の住民捜索・生活支援活動・福

島原発の放水等を行い、放射能計測は未だ継続し

て行なっております。又、松島基地の隊員は全員

被災しているにも係わらず自衛官だからと任務

優先で地域の災害復興活動に当ってくれました。 

最後に 24 年 3 月入間基地内に修武台記念館が

開館しますので、是非お出で頂ければと思います。 

会員数 出席数 出席率 前回修正率 

42 名 33 名 80.0％ 90.0％ 

会報委員会（宅見・石川嘉・豊田）
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加藤幹事より写真贈呈 
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＜１月プログラム＞ 

＜今月のお祝い＞ 

会員誕生日 

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 

夫人誕生日 
齋藤秀子様   西山晴世様 
宮寺美智子様  

＜ビジター・ゲスト＞ 

秦野ロータリークラブ    玉木  茂  様 

米山奨学生         李  宝雲 様 
■■■クラブ年次総会■■■ 

山畑雅廣指名委員長 

11/14指名委員会を開催（出席者：山畑委員長、
岩崎・細淵各委員、宮寺会長）、2014～15年度会
長候補者に現在の幹事であられる加藤国夫会員

を指名しました。11/18の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。 

加藤国夫会員挨拶 

後二年半の猶予中に健康管理と頭のクリーニ

ングをして、皆様のお力を借り頑張る所存です。

よろしくお願いいたします。 

○2012～2013年度クラブ役員・理事・五大奉仕
委員長の承認は一月の第一例会にて承認予定 

 

■■■会長の時間       宮寺成人会長 

12 月は家族月間であり 15日のクリスマス例会

には、親睦委員会がいろいろ工夫をしていますの

で、多くのご家族の参加をお願いします。ＲI会

長バネルジー氏は年度の強調事項の一番目に「家

族」を掲げ万事は家族から始まる・家族の中心を

なしているのが母と子である事を掲げました。 

11/29は情報委員会の研修会が市民会館で行わ

れ、講師にパスト会長の齋藤金作会員を迎え 1時

間半みっちり研修を受けました。「クラブ創設に

至る 創始者の生様」という題でした。ポールハ

リスが 3 歳の時両親が事業に破産して祖父母に

引き取られ 21 歳で祖父母が亡くなるまで育てら

れた。外の兄弟は両親と暮らしたとのことでした。

学校時代は悪い子であり大学も何度も退学にな

り、5つの大学に入り直し、最後は弁護士になれ

たが職に着く前５年間放浪をして多くの職業に

着き、多くの国を回り、多くに人に会い様々な経

験をしたとのことでした。ポールハリスがこのよ

うな生い立ちであるとは驚きでした。講師の言葉

に「狭き門をくぐることの価値。」とあり、「狭き

門より入れ 滅びにいたる門は大きく、その路は

広く、これより入る者多し。命に至る門は狭く、

その路は細く、これを見出すもの少なし。」（マタ

イ伝）ポールハリスは大変苦しい人生から始まり

良い人に出会い素晴らしい組織を創設されまし

た。手書きの原稿を何枚も作成しての講演ありが

とうございました。 

最後にロータリー財団からの月桂樹の寄贈に

関する寄付金 2000 ドルの決定通知が届きました。

報告書の作成に貢献された細淵財団委員、山岸直

前会長に御礼申し上げます。 

■■■幹事報告        加藤国夫幹事 

第 6回理事会報告 ＜協議事項＞ 

1.1 月・2月のプログラムについて 

2.お茶の被害について 

3.金浦ＲＣ友好クラブについて  

4.万燈まつり会計 

 当番 内 容 

5 日  
クラブ定款第 6条第 1節（C）
により例会取り止め 

12 日 友野 
市長年頭所感 

木下博入間市長 

19 日 豊田 第 4回クラブ協議会 

26 日   新年会 夜間例会 於：魚一

 

第20号 2685回例会 2011年12月1日（木） 例会場、丸広･さくら草ホールに変更 

2011-12年度RIテーマ 

■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 

■2011-2012ＲＩ会長：カルヤン・バネルジー 

■ＲＩ第2570地区ガバナー：立原 雅夫 

■会長：宮寺 成人 幹事：加藤 国夫 会報委員長：宅見 允 

■当番：摂田 順一 

The Rotary Club of Iruma   入間ロータリークラブ 

Weekly Report 

■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 

東日本大震災コーナー 
友野政彦君～ガンバレ石巻 

石川嘉彦君～頑張ろう「狭山茶」 
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＜報告事項＞ 

1.12/ 8ＩＭ実行委員会打合わせ 

2.12/11 米山記念奨学会クリスマス会     

3.12/ 1 冬の交通事故防止運動(雨で中止) 

4.12/14 入間環境フェア実行委員会 

5.12/18・23 第 2 回リトルシニア杯 

■■■委員長報告  

ロータリー情報委員会     岩崎茂委員長 

先ほど会長より詳しくお話を頂きました様に

ロータリー情報研修会では齋藤講師より大変に

感銘を受けるお話が聞くことが出来ありがとう

ございました。研修内容は次の通りです。 

「創始者の生様」①孤独と窮乏のシカゴ時代②歴

史的瞬間と取り巻く社会状況③創設の歴史観か

らして[一業種一人]は不滅・不可欠要件④世間の

クラブ・秘密結社の存在と影響⑤由緒ある血筋・

譜系を持つ者の誇り⑥一家離散と祖父母こそロ

ータリーの基礎を築いた功労者⑦放浪生活の五

カ年間⑧旅の終わりとシカゴへ戻りクラブ創設 

親睦委員会             晝間和弘委員 

クリスマス家族会の締め切りが 5 日と迫って

おります。出欠がまだの方は宜しくお願いします。 

雑誌委員会            石川山治委員長 

ロータリーの友 12 月号横組み 1頁「家族とと

もに－RI 会長メッセージ」6～15 頁「われらロー

タリアンズ」16 頁「心と友に 8」31 頁「同論・

異論」。縦組み 3～6頁「アフガニスタンの現実」

10 頁「卓話の泉」20 頁「長生きの秘訣・杉山定

太郎氏」「100 歳おめでとう」を是非ご覧下さい。 

プログラム委員会       忽滑谷明委員長 

1 月プログラムのご案内をします。今月 22 日

の卓話は繁田会員にお茶の話をお願いしました。 

社会奉仕委員会       齋藤栄作委員長 

次回の例会より東日本義援金ボックスを設置

いたしますので宜しくお願い致します。  
＜ニコニコＢＯＸ＞      諸井克彦ＳＡＡ 

玉木茂様～本日もお世話になります。宮寺成人君、

加藤国夫君～玉木様ようこそ入間ＲＣへ。岩崎茂

君～ロータリー情報研修会では齋藤金作講師の

素晴らしいご講演・多勢のメンバー参加ありがと

うございました。晝間和弘君～金子ロックご来場

ありがとうございます。 

本日¥53,000  累計¥525,000 
 

＜出席報告＞        晝間和弘出席委員長 

＊ 事前欠席連絡 6名 
 
■回覧、配布物 
① ロータリーの友 12 月号 

② ロータリー財団地区補助金プログラム承認書 

③ 国際ロータリー理事指名委員会の報告 

④ 他クラブ週報・例会変更のお知らせ 

⑤ 12/15 クリスマス家族会出欠表 

⑥ 12/29 年越し蕎麦例会出欠表 

⑦ 18･19 合併号週報 

■■■パ ス ト 会 長 卓 話■■■ 
第４２代会長      平岡達也会員  

私は 1980 年 9 月 18 日の

ガバナーの公式訪問例会時

に入会。父もロータリアンで

1969～70 年に斎藤福太郎さ

んに幹事をして頂き会長の

予定でしたが、年度直前に病

に倒れ残念ながら 1 年後に

亡くなりました。私は 30 歳で同世代の集まりで

ある「修練・奉仕・友情」を信条とし「明るい豊

かな社会」の実現を理念とした青年会議所を知り、

まだ入間にも飯能にも無かった為、所沢に入れて

もらいました。その後入間にも青年会議所設立の

機運が高まり 1977 年に設立された折には、お祝

いに入間ＲＣから当時会長の斎藤金作さんから

立派な演台を頂きました。40 歳で青年会議所を

卒業しますと早速ロータリーの皆さんが入会の

誘いに見えました。ＪＣが終わったばかりなので

ロータリーは少し経ってからと断っておりまし

たが、その年の青年会議所経営セミナーに澤田寿

雄会長が講演を聞きに来られ、「平岡君にロータ

リーに入ってもらう為に来たんだ」と言われ、こ

れには参ってしまい早速入会させて貰いました。 

 会長になったのは入会から 20年後の 2000～01

度、21 世に移行する記念すべき年でした。石川

さんとは年齢も一緒、入会も同年度でしたが、彼

は早くから地区に出て活躍されていましたので

私の方が 2年早く会長をさせてもらいました。 

 
第４４代会長      石川嘉彦会員 

平岡さんと同じ年度 1980年 11月 20日に入会
いたしました。その日は武蔵

カントリークラブ笹井コー

スでの夜間例会でした。当時

私は下請けの小企業の経営

者でしたが、お勧めを頂き伝

統と歴史のある入間クラブ

入会することが出来ました。    
2002年に第44代会長をさせていただきました。

その時に地区から平岡達也さんにガバナー補佐

の依頼がクラブへ来ましたが、公務多忙との事で

お断りになり、代役として石川がお引受しました。 
2007~08 年度ガバナーはクラブの皆様に支え
られてこの職務を果たしましたが、これは自分の

力でなく入間クラブの皆様の支援を頂いたから

出来た事を痛感し、心より感謝しております。 
ロータリーの引力 ①ロータリーには 1905年～
1910 年頃に出来上がった揺るがない理念があり
ます。②ロータリーの会員は事業に帰ると責任あ

る指導者です。そういう方々の集まりですから質

量は高くそこで引力が生まれます。 
新しいロータリー ①新 RI長期計画 ②ロータ
リー財団未来の夢計画 ③RLIロータリー・リー
ダーシップ・研修会これらの事を勉強してこれか

らの入間クラブをより良いクラブにしましょう。 

会員数 出席数 出席率 前回修正率

42 名 30 名 75.0％ ━━━━ 

会報委員会（宅見・石川嘉・豊田）
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＜ビジター・ゲスト＞ 

狭山警察署 署長   貫田 晋次郎 様 
■■■会長の時間       宮寺成人会長 

ＲＩ国際大会についてお話します。 
手続き要覧の第 12章にＲI国際大会の規定には、 
「国際ロータリー年次大会は、ＲＩ理事会の決定

する時と場所において、会計年度の最終の 3ヶ月
間（4月、5月、6月）に開催されるものとする。
年次大会の主な目的は国際レベルにおいて、全ロ

ータリアン、特に、次期クラブ会長、ガバナーエ

レクト、ＲＩおよびロータリークラブの次期役員

を、鼓舞、激励し、かつ情報を与えることによっ

て、地区レベルとクラブレベルにおけるロータリ

ーの発展を活発に推進しようとする意欲を起こ

させる事である。年次大会は年一度の会合であり、

連合体の業務を執り行う。国際大会は、ロータリ

ー家族の世界的会合であるから、国際大会の本来

の目的を減じない限り、社交および余興の催しで

ロータリーの親睦を祝うことは妥当である。」又、

国際大会プログラムについては、「ロータリー財

団のワークショップ、会員増強に関するワークシ

ョップ、クラブ会長エレクトのためのワークショ

ップ、種種の世界ネットワーク活動グループによ

る特別な活動、特別プロジェクトの展示、公式の

免許取得者による商品販売、年次大会のロゴ入り

商品及び年次大会の開催される地域特産の土産

物の販売」と説明されています。 
今年の 2012年国際ロータリー年次大会はタイ
のバンコクで 2012年 5月 6日から 9日まで開催
され次のような行事があります。 
5月 6日(日)ポール･ハリス･フェロー祝賀行事 
5月 7日(月)会長主催昼食会 
5月 8日(火)会長エレクト主催ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ昼食会 
5月 9日(水)役員同窓昼食会  

 
ゴールデンウイークの終りからＲＩ国際大会が

開催されるのは旅費の点から有利です。現在 4人
のロータリアンが世界大会に登録をしておりま

す。ご希望が有りましたらどうぞお声掛け下さい。 
■入間リトルシニア杯 

  宮寺会長より 
事務局長山本様へ 

協賛金進呈 

 
■■■幹事報告        加藤国夫幹事 

1.1 月 6 日 入間市表彰式並びに新年賀詞交歓会

にてＬＥＤ防犯灯感謝状贈呈 

2.入間ゴルフ協会ゴルフ開催案内 

3.12 月ロータリーレート ７８円  

■■■委員長報告  

親睦委員会           宮崎正文委員長 

来週 15 日はクリスマス家族会です。今日現在

68人の参加です。13日以降はキャンセル料 4,000

円が発生いたしますので宜しくお願いします。 

社会奉仕委員会       齋藤栄作委員長 

 今日からリトルボックス設置いたしました。ご

協力ありがとうございます。 

米山記念奨学委員会      粕谷康彦委員長  

米山奨学特別寄付を全員の方に頂き予定通り

目標を達成いたしました。ありがとうございます。 

新世代奉仕部門委員会    滝沢文夫委員長 

12/4(日)東松山紫雲閣で行われたライラデー

にローテックスの板木さんを連れて参加してき

ました。参加者は、ガバナー、ガバナーエレクト、

新世代部門委員長、ライラ委員長、インターアク

ト、ローターアクト、ローテックス、そして、各

クラブのロータリアンでした。米山の５人の奨学

生による「日本に来て感じた事」をテーマにした

講演を聞いてきました。５人のうちの一人で韓国

からの奨学生の夢はいつの日にか韓国の大統領

になりたいということで、夢を持つことの大切さ

を語ってくれ大変興味深いものでした。米山の地

区の委員として忽滑谷会員も出席していました。 

 

第21号 ２６８6回例会 ２０１１年１2月  8日（木） 

2011-12年度RIテーマ 

■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 

■2011-2012ＲＩ会長：カルヤン・バネルジー 

■ＲＩ第2570地区ガバナー：立原 雅夫 

■会長：宮寺 成人 幹事：加藤 国夫 会報委員長：宅見 允 

■当番：滝沢 文夫 

The Rotary Club of Iruma   入間ロータリークラブ 

Weekly Report 

■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 

東日本大震災コーナー 

絆・東日本大震災義援金 BOX 設置 

石川嘉彦君～元気だそう東北 
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＜ニコニコＢＯＸ＞     諸井克彦ＳＡＡ 

宮寺成人君、加藤国夫君、齋藤金作君、平岡達也

君、吉永章子君～狭山警察署長・貫田様卓話宜し

くお願いします。加藤国夫君、岩崎茂君、摂田順

一君、粕谷康彦君、森田英郎君、晝間和弘君～滝

沢さん毎年柚子をありがとうございます。加藤国

夫君～万燈まつりお礼分。平岡勲一郎君、岩崎茂

君、滝沢文夫君～早退いたします。 

本日¥45,500  累計¥570,500 
 

＜出席報告＞        晝間和弘出席委員長 

＊ 事前欠席連絡 8名 
 
■回覧、配布物 
① 他クラブ週報・例会変更のお知らせ 

② 万燈まつり会計報告 

③ 12/29 年越し蕎麦例会出欠表 

④ 国際親善奨学生工藤聖彦様・第 1回報告書 

⑤ バギオ基金ご寄付のお願い 

⑥ 川越ロータリークラブ創立 60 周年記念式典御礼 

⑦ 入間ゴルフ協会第 10 回親睦ゴルフコンペご案内 

⑧ 2010-11 年度「ロータリーの友」決算概要 

⑨ 20 号週報 

 
■■■ 講 師 卓 話 ■■■ 

  狭山警察署 署長   貫田 晋次郎 様 
狭山警察署長

の貫田でございま

す。冒頭、簡単に

自己紹介をさせて

いただきます。 
９月１６日付けで

警察本部警務部理

事官兼教養課長か

ら当署に着任を致

しました。私は、

山口県光市の出身で昭和５３年に警察官を拝命

しました。主たる専門分野としましては警部、警

視時代に１０数年、捜査第一課で殺人事件を担当

いたしました。その他の分野でも警備公安、警務

人事・教養、生活安全、警察大学校教授等の経歴

があります。 
さて、本年も残すところわずかとなりましたが、

本年の当署管内の刑法犯認知件数は、１１月末現

在で総数約３，４００件であり前年に比較して約

５９０件、率にして約 14.6%減少しております。 
主な検挙は、郵便局強盗事件、未成年者に対す

る連続強制わいせつ事件、連続放火事件等の凶悪

重要事件のほか、インターネットオークションを

利用したＢＭＷ部品マニュアルに係る著作権法

違反事件、家出少女に対する児童買春、児童ポル

ノ法違反事件等、社会的反響の高い事件の検挙も

なされております。 

社会問題となっております振り込め詐欺被害

につきましては、11月末現在、県下では 526件、
前年比 24件増加し、被害総額約 13億 8000万円
に上っております。また、当署管内の発生は 19
件、被害総額は約 6200万円で昨年 1年間の被害
総額約 4500万円を大きく上回っております。本
年 11月から 12月にかけて、息子の名前を騙るな

どの振り込め詐欺被害が 7件発生しました。振り
込め詐欺と言っておりますが、実は指定口座に振

り込ませる手口から被害者方に現金を受け取り

に来る手口が増加しております。 
そうした中では、被害者方に現金を受け取りに

来た、末端のいわゆる受け子と言われる被疑者を

共犯を含め 6人、また、口座開設詐欺等の振り込
め詐欺助長犯罪で被疑者 6 人を検挙するなどし
て解明に努めているところであります。 
振り込め詐欺は、必ず予兆電話で「携帯電話番

号が変わった」と言ってまいりますので、従来の

電話番号に掛け直して本人確認を行なって下さ

い。最近は現金を受け取りに来る手口があります

ので、このことを十分に理解してください。「取

りに来る」ということで安心をしないでいただき

たい。相手方は必ず何らかの理由をつけ「都合が

悪く自分では取りに行けなくなったので誰々に

取りに行かせる」と言ってまいります。そして会

社同僚・上司あるいは銀行協会・税務署職員等を

名乗った者が実際に現金を受け取りに参ります。

こうした事例が多いのです。本人以外の者には絶

対に現金を渡さないことを心掛けてください。ご

家族やお知り合いの方に是非この事をお伝えい

ただいてご注意願いたいと思います。 
交通事故関係では、県内の交通事故死者数を

185人以下に抑えようと「セーフティプラン 185」
を掲げ、行政、関係機関・団体の皆様の協力の下

に目標達成に向け努力してまいりましたが、11
月末現在で残念ながら 189 人の方が尊い命を落
としております。当署管内におきましても昨年よ

り 1人多い 5人の方が犠牲になっております。そ
うした中におきまして、人身事故件数は約 1400
件、前年に比較して約 12%減少しており、物件事
故件数は約 5000件で 3%減少しております。 

12月 15日には年末年始特別警戒の出陣式を行
い、警戒活動を強化し署員一丸となって管内の治

安維持に努めてまいります。 
安全で安心な街づくりには、警察だけでは到底

なし得るものではありません。皆様のご支援ご協

力が不可欠であることは申し上げるまでもあり

ませんが、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致します。 
 

 

 

 

 

 

 

会員数 出席数 出席率 前回修正率

42 名 27 名 67.5％ 87.8％ 
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平岡勲一郎会員 

「上を向いて歩こう」熱唱。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 会報委員会（宅見・石川嘉・豊田）

第２２号 ２６８７回例会 ２０１０年 1２月１５日（木） 

■点鐘： 18:30

■ヘリテイジ飯能

「飯島康男とＳＯＵＮＤ ＷＡＶＥ」演奏 

加藤幹事サンタさんから子ども達にプレゼント 

市長は「きよしこのよる」を

英語で歌われました。 

李宝雲さんからのクリスマスプレゼント 

を着た忽滑谷会員の愛犬です。 

大締め齋藤金作会員 
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■■■米山功労者 

マルチプル4回目=関根靖郎会員 2回目=粕谷康彦

会員，西山祐三会員   功労者=平岡勲一郎会員,

滝沢文夫会員,忽滑谷明会員  

米山功労クラブ2１回(51万 累計21,152,746円) 

 

■■■会長の時間       宮寺成人会長 

先週の 15 日はクリスマス家族例会を飯能ヘリ

テージで行いました。御来賓に木下市長・入間南

ＲＣの会長・幹事・事務局、米山奨学生・李宝雲

さん、青少年交換留学生・板木麻耶さん、会員ご

家族総勢 69 人が出席をして頂きました。木下市

長は議会の最終日でしたが予定どおり参加して

英語版の「きよしこの夜」をとても上手に歌って

下さいました。また、李さんが会員のためにクリ

スマスプレゼントをリュックに詰め込んで来て

くれました。平岡勲一郎会員、晝間会員がプロに

交じって歌と演奏をされ、場を盛り上げてくれま

した。そして、絆の箱が私のテーブルにあり最初

に杉山会員が寄付をされ次々に心の温まる協力

をいただきました。親睦委員会の皆様は事前に何

度も打ち合わせを行い緻密な進行表を作成され

ました。多くの方に協力をいただき楽しいクリス

マス家族例会でした。御礼申し上げます。 

又、先日 20 日は入間南ＲＣのクリスマス家族

例会が行われ幹事・奥田さんと参加しました。場

所は狭山市の 16 号沿いにありますアズ・グレイ

スという結婚式場でした。天井がとても高く結婚

式のイメージで司会進行・料理が運ばれました。 

3 人の男性と 1 人のピアノのグループが 30 分熱

唱しました。4人はプロであり全員が所沢在住で

そのうち 1 人は南ＲＣの山崎さんの友人の子供

でした。30 分一番前の席で聞き惚れ、ＣＤを買

う時に「熱心に聴いて頂きました」と言われまし 

 

た。歌いながらも観客を見ていてプロ 8年目の迫 

力は素晴らしことでした。木下市長が御挨拶の中

で「昔の映画に戦場のメリークリスマスというの

があり、まさに今年の日本はそのようです」と話

されとても心に残る言葉でした。 

 

■■■幹事報告        加藤国夫幹事 

1.第 2570 地区 2011－12 年度ガバナー・ノミニー

選出。(29 日例会にて決定報告されました。) 

 氏名 中井眞一郎；所沢ロータリークラブ 

2.ロータリー・カードについて カードの 80%は

利用されていない、スタンダードカードは 3年

間利用がないと更新カードの発行停止。 

3.日本ロータリークラブ親睦ゴルフ大会 

4.入間リトルシニア杯争奪 親睦野球大会参列 

5. 1 月レート 78 円/＄ 

■■■委員長報告  

プログラム委員会        忽滑谷明委員長 

来週 29 日の最終例会は「五文字屋」で行いま

す。山畑会員のご配慮で久保稲荷神社の駐車場を

使用できますので宜しくお願い致します。 

＜ニコニコＢＯＸ＞     諸井克彦ＳＡＡ 

加藤国夫君～宮崎親睦委員長さん、皆様先週のク

リスマス会ありがとう。繁田光君～加藤さんサン

タクロースご苦労様でした。宮崎正文君～クリス

マス家族会、無事盛大に終わりご協力ありがとう

ございました。忽滑谷明君～滝沢さん柚子ありが

とう。宮寺成人君、加藤国夫君、齋藤金作君、斎

藤福太郎君、関根靖郎君、森田英郎君、摂田順一

君、岩崎茂君、滝沢文夫君、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。 

本日¥15,000  累計¥585,500 
 

＜出席報告＞        晝間和弘出席委員長 

＊ 事前欠席連絡 7名 

会員数 出席数 出席率 前回修正率

42 名 28 名 70.0％ 72.5％ 

 

第2３号 ２６８８回例会 ２０１１年１2月 ２２日（木） 

2011-12年度RIテーマ 

■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 

■2011-2012ＲＩ会長：カルヤン・バネルジー 

■ＲＩ第2570地区ガバナー：立原 雅夫 

■会長：宮寺 成人 幹事：加藤 国夫 会報委員長：宅見 允 

■当番：宅見 允 

The Rotary Club of Iruma   入間ロータリークラブ 

Weekly Report 

■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 

東日本大震災コーナー 

絆・東日本大震災義援金 BOX 設置 
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■■■  卓 話 ■■■ 
  「お茶の話」      繁田昌利会員 

日本の茶は遣唐使の僧に

よって茶種がもたらされ、修

行のための必需品であり、鎌

倉時代（1191）栄西が「喫茶

養生記」著し、明恵上人よっ

て各地に広められました。戦

国時代になると、殺伐な武士

の心和らげるため、信長、秀

吉が形式を重んじた「和敬、静寂」の利休の「茶

道」をとりあげました。江戸時代に入り永谷宋円

が蒸した茶葉を「ほいろ」で揉みながら乾かす「手

もみ茶」を考案し、現在の煎茶となっています。 

昔は狭山丘陵地帯が河越藩の藩領であったの

で河越茶の名称呼ばれ、鎌倉で流行した喫茶の習

慣が寺院や、武士の館で行われました。川越の中

院に「狭山茶発祥の碑」があり、二本木の中村家

に慶長年間（1596～1615）の茶種、老茶樹（おい

さき）があります。しかし中世に隆盛した茶処も 

一時衰退しましたが、吉川、村野、指田氏の新し

い蒸し製煎茶法を導入し江戸の茶商山本嘉兵衛

（山本山）との取引が文政２年（1819）に始まり

ました。この事は入間市宮寺の重闢茶場碑文（か

さねてひらくちゃじょうのひぶん）に書かれてお

り、栄西は地の宜しきを見て河越（狭山）を駿河、

伊勢、伊賀、大和、と並ぶ茶の五場としています。

その後狭山茶は生糸と並ぶ海外輸出品となり横

浜より「八王子」茶として輸出しました。 

しかし外国人居留地での不平等取引でしたので

商館に暴利を取られ、粗悪品が出回り、この粗製

濫造の防止、国益の向上、製茶業者の保護育成の

ため、明治８年、入間市に繁田武平満義と有志３

０名が狭山会社を設立し、外国との直輸出を始め

ました。その後、生産コストを下げ、収益を上げ、 

 

 

 

 

 

 

 

■■■会長の時間       宮寺成人会長 

第 2 回目例会にガバナー補

佐の訪問、3回目がガバナー訪

問でした。新会長が慣れない中

会員の皆様方のご協力により

対応ができました。9月の会員

旅行は上高地と穂高連山と安曇野を巡り梓川の

ほとりの散歩と青い空と山々が印象深く脳裏に

焼き付いております。10 月は万灯祭りに 2 日間

に渡り参加し、バザー用品・安

納芋の販売収益を寄付できま

した。11 月には地区大会が開

催され、また 50 周年記念事業

最終年度のＬＥＤ44 基の取付 

競争に勝つために高林謙三が茶の機械を発明し、

コストを抑えた良質の茶が生産され、販路が広が

り、現在に至っております。 

しかし３月１１日の東関東大地震、原発事故、

それによって拡散した放射能によって狭山茶は

暫定基準値５００Ｂｇｎ以上の放射線があると

公表され、倒産、廃業した会社が出ており、売り

上げも５０～３０％の減少になっています。 

放射能被害の補償を求めることも重要ですが

売り上げを伸ばす事も大切です。その対策として

基準値以下の茶については、全て「検査済み銘柄

茶」のシールを貼り、「狭山茶は安心です」のキ

ャンペーンを行っています。しかしながら４月よ

り放射性物質の基準値が一般食品は１００Ｂｇ

ｎ、飲用水は１０Ｂｇｎ以下になり一層厳しくな

ります。茶業に携わる者として、来年の新茶には

放射能が０になる事を祈るばかりです。 

今まさに歴史と文化に培われ、栄西も認めた茶

場五場の一つであり、先人が作り上げた狭山茶を

無くすわけにはいきません。ロータリーの精神と

行動を期待いたします。 

 
■回覧、配布物 

① ガバナー月信 12 月号 

② ハイライトよねやま 141 

③ 日本ロータリー親善ゴルフ大会ご案内 

④ ロータリー囲碁同好会 

⑤ 石巻市社会福祉協議会お礼状 

⑥ 他クラブ週報・例会変更のお知らせ 

⑦ 寄付金に関する税制上の優遇処置について 

⑧ ガバナー・ノミニーーについて 

⑨ 年越し蕎麦例会出欠表 

⑩ 国際ロータリー派遣学生 11 月次報告書 

⑪ ロータリーカードについて 

⑫ 入間市交通安全推進協議会・事故防止緊急対策 

⑬ 21,22 合併号週報 

 

 

 

 

 

 

 

と月桂樹の記

念 植 樹 及 び

2570 地区全て

のＲＣへの配

布も終了しま

した。12 月第 1例会では 2年半後の会長が決定さ

れ入間ＲＣの将来が見えました。そのほか各委員

会の活躍により半年間の運営ができました事、心

より御礼申し上げます。現在の検討課題は「狭山

茶産地のＲＣとして何らかの行動を起こしたい」、

「金浦ＲＣとの契約期限の 5 年となり継続する

か」。また会員増強について委員長が活躍してお

りますが皆様の一層のご協力をお願いします。 

会報委員会（宅見・石川嘉・豊田）

第２４号 ２６８９回例会 ２０１１年 1２月２９日（木） 

■ 点鐘：12:30

■ 五文字屋 
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＜今月のお祝い＞ 

会員誕生日 
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 

夫人誕生日 
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 
 

＜２月プログラム＞
 

 当番 内 容 

2 日 西山 
講師卓話 深井秀一様 

NTT ﾄﾞｺﾓ埼玉支店法人営業部長

9日 忽滑谷 
講師卓話 榎ありさ様 

シンガーソングライター 

16 日  ＩＭに振替 

23 日 繁田(光) 
講師卓話 大野木憲司様 

日本自動車専門学校教諭 

＜ビジター・ゲスト＞ 

入間市市長         木下 博 様  
米山奨学生         李  宝雲 様 

■■■臨時クラブ年次総会■■■ 

2012～2013 年度クラブ役員・理事・五大奉仕委

員長、全会一致で承認されました。 

● 役員 

会長；吉永章子会員 直前会長；宮寺成人会員 

会長ｴﾚｸﾄ；友野政彦会員 幹事；齋藤栄作会員 

会計；繁田昌利会員   ＳＡＡ;細淵克則会員 

● 理事 

クラブ奉仕；加藤国夫会員 職業奉仕；吉沢誠十

会員 社会奉仕；粕谷康彦会員 国際奉仕；忽滑

谷明会員 新世代部門;西山祐三会員 

 

■■■会長の時間       宮寺成人会長 

新年明けましておめでとうございます。どうぞ

本年もよろしくお願いします。ロータリー活動を

振り返ってみますと、ガバナー訪問例会、会員旅

行、万燈まつり参加、地区大会、クリスマス家族

例会、月桂樹の植樹に対する補助金の取得、本年

1月 6日の入間市表彰式では「安心、安全のまち
づくりの為にＬＥＤ防犯塔を寄贈された」という

理由で頂きました。これらすべて会員のロータリ

ー活動の成果であり心から御礼申し上げます。 
しかし東日本大震災の影響、特に福島県原子力

発電所の爆発による処理はこれから 40 年の時間
が必要であります。全国的な地震災害情報はこれ

から 30年以内に 30％の確率で大きな地震が発生
するとの発表がありました。その地域に原子力発

電所がいくつもある訳です。そんな現状の中でロ

ータリーの友の 8 月号で石川山治委員長が紹介
された「アマゾンの森は今」という文章に「追い

詰められた時先祖からの精神力が湧きあがる。日

本人の強い忍耐力、古い言葉で大和魂、武士道精

神と云いますが、自覚してないだけで、心の底か

ら両親、おじいさん、おばあさんが持っているそ

の精神力が湧きあがり、何とかしようとするので

す」とありました。大変心強い言葉であり今こそ

生き方が問われていると思います。 
 狭山茶の産地にあるＲＣとしては「お茶の震災

に対する特別委員会」を設置してロータリークラ

ブらしい対応を検討することに本日の理事会で

決定しました。又、金浦ＲＣとの友好クラブの契

約期限がこの 3 月ですので継続かどうかの検討
も行いますので、ご協力宜しくお願いいたします。 
■■■幹事報告        加藤国夫幹事 

第 7回理事会報告 ＜協議事項＞ 

1.クリスマス家族会・会計報告             
2.お茶検討委員会「特別委員会」を立ち上げ 
3.2.3月のプログラム承認 
4.金浦ＲＣ友好クラブ 委員会にて協議決定 
5.事務局・奥田さん勤務内容変更について 

 

第２５号 ２６９１回例会 ２０１２年 １月１２日（木） 

2011-12年度RIテーマ 

■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 

■2011-2012ＲＩ会長：カルヤン・バネルジー 

■ＲＩ第2570地区ガバナー：立原 雅夫 

■会長：宮寺 成人 幹事：加藤 国夫 会報委員長：宅見 允 

■当番：友野 政彦 

The Rotary Club of Iruma   入間ロータリークラブ 

Weekly Report 

■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 

東日本大震災コーナー 
石巻市社会福祉協議会より支援のお茶を飲まれ

ている写真と共にお礼状を頂きました。 

絆BOXは今現在48,000円程集まっております。
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次年度７月より勤務 水・木・金・週３日とする。 

＜報告事項＞ 

① 下期地区分担金 １人 19100 円 ＲＩ分担金 
25.5$ 会員協力寄付 25$ 以上１月中 

② 2/2 第３回ＩＭ実行委員会打ち合わせ   
2/4 第２回職業奉仕部門セミナー 

2/4 Ｒ財団部門セミナー 

③ 1/26 入間万燈まつり実行委員会 
■■■委員長報告  

親睦委員会           宮崎正文委員長 

1/26 は新年会です。場所は「魚いち」で 6 時

30 分からです。皆様のご出席お願いします。 

雑誌委員会            石川山治委員長 

ロータリーの友1月号横組み5,15,38頁にロー

タリーに関しての考え・何をしている・つなぐ心

と心が載っております。縦組み 10～11 頁「卓話

の泉」16～19 頁「友愛の広場」20 頁「ロータリ

ー・アット･ワーク」を是非ともご覧下さい。 

プログラム委員会       忽滑谷明委員長 

表記の通り 2月プログラムのご案内をします。 

社会奉仕委員会       齋藤栄作委員長 

 入間ＲＣ創立 50 周年記念事業であるＬＥＤ防

犯灯寄贈が最終年度となり、入間市の安心安全の

街づくり貢献、環境問題についてのオピニオンリ

ーダーとして、ご協力有難うございました。 

国際奉仕委員会       関谷永久委員長 

 金浦ＲＣとの友好クラブの契約期限が迫って

おり、1月中に家庭集会の開催を予定しています。 
＜ニコニコＢＯＸ＞     諸井克彦ＳＡＡ 

木下博様～新年の卓話に機会を頂き感謝いたし

ます。宮寺成人君、加藤国夫君、石川嘉彦君～市

民の誇る名市長木下様、卓話宜しくお願い致しま

す。吉永章子君～会員の皆様のご健勝お祈りしま

す。岩崎茂君～今年は辰年私も年男です。友野政

彦君、齋藤栄作君～写真ありがとうございます。 

本日¥58,000  累計¥643,500 
 

＜出席報告＞        晝間和弘出席委員長 

＊ 事前欠席連絡 4名 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

■回覧、配布物 
① ロータリーの友 1月号 

② 新年会参加申し込み 

③ 立原雅夫ガバナーより新年のご挨拶 

④ 米山奨学会下期普通寄付金のお願い 

⑤ 入間市社会福祉事業寄付金お礼 

⑥ ロータリークラブ宛年賀状 

⑦ 週報 23,24合併号 
■■■ 講 師 卓 話 ■■■ 

『年頭所感』       木下 博様 
 新年明けましてお

めでとうございます。

毎年、斎藤さんの美

術館を見せて頂き、

大変勉強になります。

又、ＬＥＤ防犯灯事

業には改めて心から

感謝申し上げます。 
今年の干支である

辰は十二支の中で唯一の想像上の動物で角は鹿、 
身体は蛇、うろこは鯉、爪は鷹をイメージして創

られた訳ですが、ことわざの「竜は一寸にして昇

天の気あり」にもあります様に人間の願望を込め

た動物で、今年は明るい正に生類の勢いで経済も

含めて良い年になるよう願っております。 
 昨年の東日本大震災を見据えて、埼玉県は「津

波対策」を入れる研究を始めました。海無し県で

はありますが、台風と津波が合間って江戸川、荒

川が氾濫した場合未曾有の災害がないとも限ら

ないので対策を練っておく必要があると考えら

れます。総務省が平成 20 年度に全国 1736 市町
村の財政報告を調査した結果、入間市はベスト

104位、埼玉県内ではベスト 4位でした。市長に
なり 20年、残すところ 10ヶ月となりましたが、
これからも健全財政と、遅れておりました小中学

校の耐震工事等、まだまだ取り組んでいく所存で

ございますので宜しくご協力お願いいたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会員数 出席数 出席率 前回修正率

42 名 30 名 71.4％ 70.0％ 

齋藤金作会員コラム第二回 
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会報委員会（宅見・石川嘉・豊田）
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■■■会長の時間       宮寺成人会長 

今日は水村会員のお父様の告別式でした。入間

ＲＣの会員として長く活躍いただき 12 日の会長

幹事会でも井花ガバナー補佐より訃報の紹介が

ありました。心よりお悔やみ申し上げます。告別

式の受け付けは、10 時半から友野会員、滝沢会

員、昨夜のお通夜には 5時から吉永会員、宮崎会

員が担当しました。幹事は何れも参加願いました。

急なお願いに対応できるのは素晴らしい組織で

あると感じました。ありがとうございました。 

23 日の月曜日 華屋与平において 18時より狭

山茶の危機に対する特別委員会を開催します。パ

スト会長、現執行部を中心にお声掛けをしました

のでご参加をお願いします。また 12 日の会長幹

事会においてもこの対応をしましょうとの報告

がありました。 

今日は第 4回クラブ協議会です。年度計画書を

見直しますと「クラブ運営について、構成員であ

る役員及び理事並びに各委員長から活発な意見

を聞き、各委員会の企画、立案と活動促進の意思

統一を図り、調和のとれた運営を図る。クラブ協

議会は、ガバナー又はガバナー補佐の訪問時及び

他の適正な時に数回開かれる。今年度は次の予定

で実施する。1回 5/11,2 回 7/21,3 回 10/20,4 回

１/19,5回4/5,6回6/7」と記載されております。

事業計画を見直して再挑戦をお願いします。 

本日例会終了後、石川嘉彦パストガバナーと所

沢ＲＣ創立５０周年記念式典に出席します。 
■■■幹事報告        加藤国夫幹事 

国際ロータリー第 2570 地区 

ロータリー財団国際親善奨学生募集 

応募〆切 2012 年 3 月 9日 

派遣年度 2013 年 7 月 1 日―2014 年 6 月 30 日 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞     諸井克彦ＳＡＡ 

諸井克彦君～三年間育てた月桂樹が手元から放

れていきました。ご協力有難うございます。 

本日¥23,500  累計¥667,000 
 

＜出席報告＞        晝間和弘出席委員長 

＊ 事前欠席連絡 8名 

■クラブ奉仕委員会     友野政彦委員長 

各委員会、頑張って順調に経過しており感謝い

たします。只、会員増強だけは今年度中に皆で達

成できる様、更にご協力宜しくお願い致します。 

■職業分類委員会      大野賢次委員長 

職業分類表の内容のご確認をお願いしており

ましたが、今時点での変更は有りませんでした。 

■会員増強委員会      吉沢誠十委員長 

2 月に家庭集会を持ちまして、3月 15 日に担当

委員会として、皆様のご協力をお願い致します。 

■出席委員会        晝間和弘委員長 

本日三ヶ月分の出席状況表を配布いたしまし

たのでご確認下さい。メイクアップは 2月～5月

迄計画を立てており、協力宜しくお願い致します。 

■会報委員会         宅見允委員長 

講師の卓話内容が、インターネットで閲覧可能

であることを踏まえ、公序良俗に反するような場

合には、会員識者の皆様のご意見を受け適宜修正

するよう心がけております。齋藤金作会員の中国

古典名言解説は人生の教訓として折折にお願い

して掲載して行きたいと思っています。表紙写真

は、３月号からは加藤幹事の写真をお借りして春

の息吹を感じるようなものに刷新する予定です。 

■親睦活動委員会       晝間和弘委員 

新旧役員慰労激励会・親睦旅行・南 RC との合

会員数 出席数 出席率 前回修正率

42 名 26 名 68.4％ 55.2％ 

 

第2６号 ２６９２回例会 ２０１２年 １月 １９日（木） 

2011-12年度RIテーマ 

■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 

■2011-2012ＲＩ会長：カルヤン・バネルジー 

■ＲＩ第2570地区ガバナー：立原 雅夫 

■会長：宮寺 成人 幹事：加藤 国夫 会報委員長：宅見 允 

■当番：豊田 義継 

The Rotary Club of Iruma   入間ロータリークラブ 

Weekly Report 

■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 

東日本大震災コーナー 

石巻に一月分のお茶と繁田昌利会員のご協力で

海苔も一緒に発送する事が出来ました。 

■■■第４回クラブ協議会■■■ 
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第２７号 ２６９３回例会 ２０１２年 1 月２６日（木） 

■ 点鐘：18:30

■ 魚いち 

同例会・クリスマス会を実施いました。残りの行

事も皆様のご協力・ご参加宜しくお願い致します。 

■プログラム委員会     忽滑谷明委員長 

7 月より 12 月まで、予定通りプログラムを消

化致しました。3･4･5 月の講師卓話において、ユ

ニークな卓話をお願い出来るお知り合いの方の

ご紹介をお願い致します。 

■広報委員会         繁田光委員長 

クラブの公式ホームページをリニューアルし、

内容や記事の更新をし易い形式にしました。毎週

の例会内容も簡単にですが紹介しています。 

■ロータリー美術館     齋藤金作委員長 

新年の干支展示も終わり年度計画は全て終わ

ったわけですが、写真展・カメラの進化の様子等

の展示も考えており、理事会にて検討願います。 

■ロータリー情報委員会    岩崎茂委員長 

 第 1 回目の勉強会を齋藤金作パスト会長に講

師をお願いし、とても興味深い内容を勉強させて

頂きました。第 2回目は 3月に石川嘉彦パスト会

長を講師にＲ情報・研修会を開催いたしますので、 

多くの会員さんの参加をお待ちしております。 

■職業奉仕委員会      西山祐三委員長 

職業奉仕委員会は今年度４つの活動計画を掲

げておりますが残り５カ月余になっても計画の

進捗状況は芳しくありません。従いまして計画達

成に向け、近々家庭集会を開催し検討いたします。 

■健康管理委員会       山根宏夫委員 

 残り 5 ヶ月の間でプログラム委員と相談して

皆様の健康管理に役立つ卓話を考えております。 

■社会奉仕委員会      齋藤栄作委員長 

東日本の継続的な支援・ＬＥＤ防犯灯設置・月

桂樹の植樹・子ども達の為の地域交流会この四つ

の柱により、入間ＲＣとして地域に大変な影響力 

宮寺成人会長が風邪の為、山岸直前会長が挨拶 

され、寒いなかを多くの会員共に、和やかで楽し

い一時を過ごしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

と成果と評価を受けております。2月のＩＭにて

滝沢会員に活動報告を発表して貰います。又、地

区の社会奉仕ではデジタル化を進めており、我ク

ラブの活動も写真と共に報告しております。 

■地域発展委員会       大塚拓委員長 

 地域発展を考える家庭集会を早期に開く予定

にしていますが、先ずは「お茶の風評被害対策」

を積極的に係っていきたいと思っております。 

■国際奉仕委員会      関谷永久委員長 

今迄順調に経過しております。2/8 に 2 回目の

家庭集会を開き、金浦ＲＣの更新につきましてご

意見をお願い致しますので宜しくお願いします。 

■米山記念奨学委員会    粕谷康彦委員長 

奨学生の為に皆様からご寄付を頂き目標を達

成する事ができました。ご協力感謝いたします。 

■新世代奉仕部門委員会   滝沢文夫委員長 

12 月にライラに参加して参りました。会員の

皆様には交換留学生の希望者・財団の親善奨学生

公募にも目を配って頂ければと思います。年初に

計画した活動は大凡出来たのではと思います。 

 
■回覧、配布物 

① ガバナー月信 1月号 

② ハイライトよねやま 142    

③ 茶の香めーる Vol.43 

④ ロータリー財団国際親善奨学生募集ポスター 

⑤ 石巻市社会福祉協議会お礼状 

⑥ 入間ＲＣ出欠状況表 

⑦ 新年会参加申し込み       
⑧ 2/19 ＩＭ出欠表 

⑨ クリスマス例会会計報告 

⑩ 他クラブ週報 

⑪ 入間ＲＣ25号週報 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会報委員会（宅見・石川嘉・豊田）
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＜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（喜寿祝） 
上野弘勝君  
繁田光君  

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    

 

＜３月プログラム＞
 

 当番 内 容 

1 日 繁田(昌) 会員卓話 豊田義継会員 

8 日 平岡(勲) 
講師卓話 森隆志様 
入間ＲＣ ＨＰについて 

15 日 平岡(達) 
［会員増強について］ 
吉沢誠十会員増強委員長 

22 日 晝間 講師卓話 未定 

29 日 細淵 夜間例会 場所未定 
 

＜ビジター・ゲスト＞ 

(株)NTTドコモ埼玉支店 法人営業部 
部長  深井 秀一様 

                      主査 新井 芳弘様 
              小島 君枝様 
芙蓉パーソナルコミニュケーション 
              楠木 敏樹様 
              片桐 和彦様 
米山奨学生         李  宝雲 様 
 

 

 

 

 

■■■会長の時間       宮寺成人会長 

先週の 1 月 26 日（木）の新年会は、夕方 4 ま

で前日の夜から家で伏せっておりました。スーツ

に着替えて出かける準備をしたものの体中が痛

く欠席をしました。翌日は仕事を半日休んで午後 

から出勤し、特に喉が痛いため帰りに耳鼻科に寄 

りました。診断は病気と云うよりも「過労」と言

われました。反省をして今後のロータリー活動 

に励みたいと思います。 

先週の 1 月 20 日には狭山茶に関する特別委員

会のために集合いただきました。「業界としても、

行政としても刻々と変化する状況の中でハッキ

リしないことが多くこのまま状況を見守る」とい

うことになりました。繁田会員が狭山茶の状況に

変化があったときは適宜例会で報告して頂き、

我々の狭山茶に対する情報を高めていただける

ことになりました。当日 20 時過ぎ大雪となり大

変な寒さでした。ご参加ありがとうございました。 

また、今日は理事会があり大変残念なことに山

畑パスト会長の退会の決議をしました。ご本人も

会員が減少している状況なので、大変恐縮されて

おりましたが、今回は決意が固かったようでした。

大変残念な報告となりました。  

今月 2 月 19 日は日曜日ですが例会振替で狭山

市の東武サロンにおきましてＩＭが行われます。

社会奉仕委員会の齋藤委員長のもとで行われた

社会奉仕活動を新世代奉仕滝沢委員長が報告を

する形式となっております。東武サロンは第 3グ

ループが全員参加するととても入りきれません

が、融通をきかせて実施されると思います。当日

はよろしくお願いします。 

■■■幹事報告        加藤国夫幹事 

第 8回理事会報告  

＜協議事項＞ 

1 3・4 月プログラム 
2 会員退会の件（山畑雅廣会員） 
＜報告事項＞ 

① 2/11 2570 地区ﾛｰﾀｰｱｸﾄ第 23 回地区年次大会 

 

第２８号 ２６９４回例会 ２０１２年 ２月 ２日（木） 
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■会長：宮寺 成人 幹事：加藤 国夫 会報委員長：宅見 允 
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②2/19 第 3 グループ IM 東武サロン 

③2/18 第 45 回入間市交通安全市民大会 

④2月 RI レート 78 円 

 

■■■委員長報告  

雑誌委員会            石川山治委員長 

ロータリーの友2月号横組み1,10,13,15,31頁

にロータリーについてＲＩ会長のメッセージ、学

友会結成、田中作次氏ＲＩ会長に指名就任、ロー

タリー多岐にわたる活動、立原雅夫ガバナーの視

点が載っております。縦組み 10 頁卓話の泉は私

も経験した「身体のバランスとめまい」又、16

頁「友愛の広場」19 頁「ロータリー・アット･ワ

ーク」も是非ともご覧下さい。 

プログラム委員会       忽滑谷明委員長 

表記の通り 3月プログラムのご案内をします。 

来週の卓話者の方は南ＲＣの大河内様のご紹介

で、南ＲＣからも大勢お見えになりますので会員

の皆様も是非、出席願います。 

国際奉仕委員会       関谷永久委員長 

 金浦ＲＣとの友好クラブの契約更新について、

2月5日に家庭集会を開きメンバーにお話を受け
賜りたく思いますので宜しくお願い致します。 

＜ニコニコＢＯＸ＞     諸井克彦ＳＡＡ 

宮寺成人君、加藤国夫君、西山祐三君～深井様本

日は卓話宜しくお願い致します。水村雅啓君～父

萬平が永眠いたしました。葬儀に際し多くの皆様

にご厚情賜りありがとうございます。感謝申し上

げます。岩崎茂君、友野政彦君～早退いたします。 

本日¥58,000  累計¥725,000 
 

＜出席報告＞        晝間和弘出席委員長 

＊ 事前欠席連絡 2名 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■■ 講 師 卓 話 ■■■ 
 

「スマートフォンの現状モバイルビジネスの動向」       
  

(株)ＮＴＴドコモ埼玉支店 法人営業部          

部長  深井 秀一様 
 

スマートフォーン

やタブレットとは、

分かり易く説明いた

しますとパソコンと

思っていただければ

理解しやすいのでは

ないでしょうか。ス

マートフォーンとタ

ブレット型端末の明

確な区分けは無く、

一般的にタブレット(タブ)は画面サイズが約 7イ
ンチ以上 10 インチ以下のもので通信機能をメイ
ンにしない製品を言います。法人におけるタブレ

ットの利用では大型は相手にコンテンツをみせ

る用途に最適です。小型は可搬性に優れ、利用者

本人が主体的に活用できるサイズで業務支援に

役立つものです。 
スマートフォーンの魅力は、

大画面による直感的な操作・ア

プリ追加による機能のカスタ

マイズ・パソコンに近いインタ

ーネット閲覧・文書閲覧＆編

集・ＰＣ用メール、スケジュー

ル等のデータ共有が可能とな

り、業務に活用すれば①コスト削減（外出先での

社内メール確認や日報報告・紙ベースを全て電子

化）②顧客への提案力強化、獲得率アップ③シス

テム開発のコスト削減（社内の必要な仕組みは全

て社外にする事により安価な月額費用のみで利

用可能）に繋がります。 
ビジネスシーンがスマートフォーンの出現に

より大きく変化していく中、私共もモット勉強し

てコンサルティング的な方向に代わっていかな

くてはならないと思っております。 
 
 
 
■回覧、配布物 
① ロータリーの友 2月号 

② 抜萃のつづり 71 & 寄贈お知らせ 

③ ＩＭプログラム & 誤記のお詫び 

④ 2/19 ＩＭ出欠表 

⑤ 地域交流会研修会開催通知 

⑥ 米山奨学会寄付金領収書 

⑦ ロータリー日本財団寄付金領収書 

⑧ 鈴木秀憲様・丸川珠代様よりお便り 

⑨ 他クラブ週報＆例会変更 

⑩ 会費納入のお願い 

⑪ 週報 26,27合併号 
 

会員数 出席数 出席率 前回修正率

42 名 30 名 76.9％ 71.0％ 

齋藤金作会員コラム第三回 

会報委員会（宅見・石川嘉・豊田）
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＜ビジター・ゲスト＞ 

シンガーソングライター   榎  ありさ 様 

入間南ロータリークラブ 会長 鈴木  豊士 様 

〃      幹事 雙木  行雄 様 

〃   会長エレクト 土田  義人 様 

〃           大河内 隆敞 様 

〃           大野   快三 様 

〃                荻野   静次 様       

〃        中島    毅  様 

〃            油井    一  様 

秦野ロータリークラブ       玉木    茂  様 

 

■■■会長の時間       宮寺成人会長 

2 月 4日は嵐山にあります国立女性教育会館に

おいて 13 時半から 16 時半まで 2570 地区主催の

財団セミナーと社会奉仕セミナーが行われまし

た。財団セミナーは主催者側に細淵財団委員がお

り、吉永会長エレクトと次年度ロータリー財団の

滝沢委員長の二名が出席しました。職業奉仕セミ

ナ―は私と幹事が出席しました。「我らの生業」

の本が完成し出稿された数人がご自分の生業に

ついて発表されました。多くのノウハウが詰まっ

ていますので読んでいただきたいと思います。 

又、高校生と担当の先生が職業体験について発

表され、実社会を体験した事、先生・親では得ら

れない体験があったこと等大変大きな成果が話

されました。改めて職業体験プログラムの重要性

を感じました。 

2月 5日の日曜日に国際奉仕委員会の家庭集会

が開催されました。テーマは金浦ＲＣとの友好ク

ラブの契約期限が 3 月なのでこれを継続するか

どうかということでした。欠席者も含めご意見が

出され国際奉仕委員会としての意見が纏り、関谷

委員長から報告を頂きます。又、これを 3月の理 

 

事会にかけることになります。 

ロータリーの友２月号石川山治委員長が紹介し

た記事の中に「放射線測定の為の車両 2台贈呈・

福島中央ＲＣ」がありましたが、福島市に福島中

央ＲＣはあり如何してそんな事が出来るのかと

思いました。すると「今回の震災によりロータリ

ー財団の東日本震災復興基金委員会が設置され、

そこから寄付を受けた」と書かれていました。ロ

ータリー財団をより研究して日本からは多くの

寄付が財団に寄せられているのですから、有効活

用して東北支援を行わなければと思いました。 

 

■■■委員長報告  

ロータリー情報委員会       岩崎茂委員長 

 第 2回ロータリー情報研修会を３月６日（火）

１８：３０・会場；入間市市民会館研修室４号に

て開催いたします。講師:石川嘉彦パストガバナ

ー・講師内容:ロータリーの最新情報と今日の課

題。又、第１回研修の冊子を近日配布いたします。 

職業奉仕委員会        加藤国夫幹事 

 セミナーの第１部は、「我等の生業」について。

職業奉仕部門委員長の新井保雄様から、先日皆様

に投稿の依頼をいたしました御礼の挨拶があり

ました。投稿された方は地区全体で７４名、第３

Ｇからは 1３名の方の投稿でした。３名の代表の

方の発表があり、皆さんそれぞれ職業を通じての

奉仕と社会奉仕活動にと努力されている様子が

読みとる事が出来る素晴らしい内容で発表に共

鳴しながら聞いて参りました。「我等の生業」の

冊子を頂いて参りましたので興味のある方は是

非ご覧頂きたいと思います。 

第２部・「高校生社会体験活動委員会」は委員

長の挨拶に始まり、続いて県の教育局の生徒指導

課主事・岩井耕一様からロータリークラブの事業

に対して御礼と今後の協力の要請を含めた挨拶

は「埼玉県では不登校の生徒・高校中退防止対策

に５カ年計画で取り組んでいる。今年度 80 の企

業から受け入れに１２０名の生徒が世話になっ
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た」でした。活動発表では、和光高校・大井高校・

皆野高校・羽生高校・妻沼高校・５校の教諭と生

徒による社会体験活動を通しての発表がありま

した。最初に発表に立った和光高校は平成１８年

度から参加していますが、最初は先生も生徒・企

業もなかなか成果が出なかったようで最初は５

０％程度でしたが、今年度には８０％の生徒から

この体験が役に立った、満足したという声が多く

聞かれた。生徒の体験ですが最初は戸惑っていた

様子でしたが慣れるに従ってこの体験で学んだ

事を大切に社会に出たら生かして行きたい。以下

同じような感想でした。 

新世代部門委員会      滝沢文夫委員長        

次年度より、ロータリー財団の未来の夢計画が

本格化します。新補助金の制度も変わってきます

が、より多く申請をして活動しようとしています。 

来年度の申請が再来年度に実行されることとな

りますが、みなさんの思いが実行される申請をし

て下さいとのことでした。また、財団の補助金と

同様に寄付金もお願いしますとの事でした。 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞     諸井克彦ＳＡＡ 

玉木茂様～本年も宜しくお願い致します。鈴木豊

士様、中島毅様～今日は大勢で出席させて頂きま

す。大河内隆敞様～チャリティーコンサート「生

命賛歌」よろしくお願いします。山根宏夫君～前 

回は喜寿のお祝いありがとう次回は米寿を目指

します。滝沢文夫君～娘の中学受験終わり共立女

子中学校に入学する事になりました。加藤国夫君、

石川嘉彦君、岩崎茂君、吉永章子君～入間南 RC
の皆様、秦野 RCの玉木様ようこそ本日は宜しく
お願いします。忽滑谷明君～榎様ご来場ありがと

うございます・大河内様お世話になりました。 
本日¥18,000  累計¥743,00 
 

 

＜出席報告＞        晝間和弘出席委員 

＊ 事前欠席連絡 7名 
 

 

■回覧、配布物 

① 2012～2013 年度版ＲＣ手帳購入申込み 

② 国際ロータリー2570 地区「我等の生業」冊子 

③ Ｒ財団国際親善奨学生工藤聖彦様からメール 

④ 他クラブ週報・例会変更のお知ら 

⑤ 久喜総合文化会館 チャリティー公演 

⑥ 東日本大震災支援基金箱 

⑦ 入間市商工会ちらし 

⑧ 2 月 19 日 ＩＭ出欠表 

⑨ 28 号週報 

 

 

 

 

■■■ 講 師 卓 話 ■■■ 
  「東日本大震災支援」 

シンガーソングライター  榎 ありさ 様 

 神戸出身のシンガーソ

ングライターとヨガイン

ストラクター、ベビーマ

ッサージ講師。今は岩手

県でのボランティアコー

ディネート、地域を限ら

ず被災した女性と子供を

守る活動を中心に災害支

援をメインに活動中。 
今日は一ボランティ

アから見た視点からお

話しさせて頂きます。

支援といっても足湯を

して、手をさすりなが

らお話を聞かせて頂き

その後、お茶やお菓子

を頂きながら又、お喋

りと言う内容なのです

が足湯は直接手を握り

距離も近づく為、住民の方が普段話せないこと、

心に溜まった事などを吐き出してもらい易くな

ります。そこからボランティア財団などにニーズ

のご報告をし、支援活動に繋げています。 
最近では特に子ども達がボランティア慣れ・支

援慣れし甘やかされ大変な問題になっています。

10年後 20年後の日本を背負っていく子ども達を
ボランティアであってもしっかり叱っていかな

くてはと強く感じております。この事は東北に限

らず今の日本社会でも同じではないでしょうか。 
私自身も神戸に居て被災に遭い、色々な団体と

繋がりがあったと思っていましたが、今回の災害

では日本各地の支援団体や世界の支援団体が一

つになり活動ができた事は、これから予想される

災害時の日本にとって大変な意義があったと思

います。 
これからは「何をするのではなく行って何かを

してもらう」も一つの支援ではないでしょうか。

皆さんも是非東北に出かけ、日本の良さ東北の良

さを感じて伝えて頂ければと思います。 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員数 出席数 出席率 前回修正率

41 名 29 名 70.7％ 76.3％ 

会報委員会（宅見・石川嘉・豊田） 
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２５７０地区第３グループ 

井花富男ガバナー補佐及び新狭山ロータリー 

クラブの主催で開催されました。 

 

次年度ガバナー補佐紹介 

ガバナーノミニー中井眞

一郎（所沢 RC）の紹介の

後に次年度ガバナー補佐

の紹介がありました。井

花ガバナー補佐の心のこ

もった紹介の後、平岡達

也君が壇上に上がると鳴

り止まないほどの大きな

拍手が湧き上がりました。

今回の IM では発表できないか

と心配をしておりましたが平

岡達也君の思いやりと友情と

奉仕の精神でこの役目をお引

き受けくださったことに心よ

り感謝をいたします。次年度は

吉永章子会長 齋藤栄作幹事

を中心に入間ロータリークラ

ブが一体となり支援と協力を

することを心に決めた瞬間でした。 

 

 

 

 

今回の IM のテーマである「各クラブの社会奉

仕活動等のプレゼンテーション」が始まりました。 

  
トップバッターは入間 RC です。滝沢文雄会員

によるパワーポイントを使った発表です。 

入間ロータリークラブによる 4つの社会奉仕 

1. 地域交流委員会（入間の子どもたちの為に）
入間 RC が中心となり入間南 RC、入間青年会

議所、入間ライオンズクラブ、市立小中学校

27 校を纏め入間教育研究所を事務局として

活動をする。 

2. 50周年記念事業LEDライトによる街路灯設置 
3. 月桂樹の植樹と地区各クラブへの贈呈 
4. 震災に対する社会奉仕 
詳しい内容については入間クラブのホームペ

ージをご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３０号 ２６９６回例会 ２０１２年 2月 １９日（日） 

2011-12年度RIテーマ 

■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 

■2011-2012ＲＩ会長：カルヤン・バネルジー 

■ＲＩ第2570地区ガバナー：立原 雅夫 

■会長：宮寺 成人 幹事：加藤 国夫 会報委員長：宅見 允 

■当番： 

The Rotary Club of Iruma   入間ロータリークラブ 

Weekly Report 

■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 

会場 : 狭山市東武サロン  

点鐘 : １３：００ 
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他クラブの発表 
＜所沢ＲＣ＞ 

市内の小中学生を対象に将棋大会主催、養護

老人ホームにホタルの鑑賞会慰問 

＜飯能ＲＣ＞ 

ウオーキング大会の主催 地域のイベントに

積極的に参加 

＜狭山ＲＣ＞  

震災救援金の支援 

＜新所沢ＲＣ＞ 

会員が震災義援金募集に駅頭に立ち 4回で約

13 万円を集める 

＜日高ＲＣ＞ 

 日光杉並木植樹 少年野球大会を毎年主催 

お揃いのジャンパーを作る 

＜所沢西ＲＣ＞ 

 書き損じはがきを自治会と共に 100 万円以

上集めネパールに独自で小学校を建設（開校

式は現地へ会員が行った） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の週報は石川嘉彦会員に原稿＆写真を頂き

作成しております。 

 
＜新狭山ＲＣ＞ 

 ロードサポート コメッコクラブ（小学生

に田植え収穫の体験）西武文理のインターア

クトと共に奉仕 

＜所沢東ＲＣ＞ モニュメントの寄贈とそ

の保守 チャリティー綿菓子販売の開催収益

金を震災義援金に 

＜入間南ＲＣ＞ 

加治丘陵クリーンアップ活動 狭山ヶ丘高校

インターアクトクラブと共に奉仕活動 万灯

まつり参加 

＜所沢中央ＲＣ＞ 

足尾銅山の植樹に長年参加 ロードサポート 

市民フェスティバル参加 

＜狭山中央ＲＣ＞  

ネパール小学校建設を独自で行う（埼玉ユネ

スコでは効率が悪い）会員が現地訪問 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

各クラブの社会奉仕プログラムを知る

ことが出来た事は大変勉強になり興味

のあるものでした。どのクラブも親睦を

大切にしながら奉仕活動に取り組む姿

勢が良く理解できました。社会奉仕事業

の実施時にロータリーマークの入った

クラブのお揃いのジャンパーを着用し

ているクラブが多く参考になりました。 

会報委員会（宅見・石川嘉・豊田）
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＜ビジター・ゲスト＞ 

トヨタ東京自動車大学校 

教育部課長代理   大野木 憲司  様 

 

■■■会長の時間      宮寺成人会長 

2 月 19 日の日曜日は先週 16日の例会振替であ

りＩＭの行われた狭山市東部サロンに集合いた

だきました。第 3 グループの 12 クラブが社会奉

仕活動をそれぞれどんなふうに行っているかと

いう映像と解説による勉強会でした。手作りのた

めとても新鮮でありＩＭの原点に触れたような

気がしました。入間ＲＣは齋藤社会奉仕委員長を

中心としてクラブの社会奉仕活動を「継続事業」

の視点から 4 つ取り上げて滝沢会員に発表して

いただきました。映像がきれいでとても分かり易

く説明をされました。12 クラブが 3 回の事前打

合せを行い映像作成は石川会員の協力を頂きま

した。会員と関係者の御協力により手作りの素晴

らしい作品の発表が行われましたこと御礼申し

上げます。このＩＭの中で当クラブ平岡達也会員

が次年度第 3 グループガバナー補佐に決まった

と紹介されました。入間ＲＣを挙げて応援をお願

いします。ガバナーノミニー所沢ＲＣ中井眞一郎

さんの挨拶もありました。この後懇親会を経て終

了となりました。 

又、本日はＲＣが 107 年前 1905 年の今日シカ

ゴで誕生いたしました記念すべき日です。岩崎情

報委員長が開いた家庭集会で、ＲＣ創設者のポー

ルハリスが生まれてから 20 代までは心が痛くな

るような生活状況だという解説を受けました。そ

の後ＲＣの誕生まで行き着いたポールハリスの

心の大きな変化に尊敬の念を抱きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■■幹事報告        加藤国夫幹事 

1 米山記念奨学会下期普通寄付 送金 
2 「我らの生業」冊子の申込み 
3 ３月 ロータリーレート７８円 
4 下期分年会費納入をお願い致します。 
 

■■■委員長報告  

ロータリー情報委員会       岩崎茂委員長 

 第１回目ロータリー情報研修会の冊子が立派

に出来上がり本日お配りいたしました。何度も何

度も読み込んで頂き、ロータリーについての知恵

を持ったクラブになると期待しております。 

続きまして、第２回ロータリー情報研修会を３

月６日１８時３０分より、会場；入間市市民会館

研修室４号にて開催いたします。前回同様大勢の

参加をよろしくお願い致します。 

会報委員会               宅見允委員長 

2 月 19 日ＩＭが盛大に行われましたが、今回
のＩＭ特集号の原稿及び写真は全て石川パスト

ガバナーにおんぶに抱っこでお願いしました。お

骨折り大変感謝申し上げます。また 3月号からの
表紙写真は、加藤幹事が撮られた「水芭蕉の尾瀬

ヶ原と至仏山」ですのでご期待ください。 
親睦活動委員会       宮崎正文委員長 

３月２９日は狭山Ｇにてゴルフコンペ後、夜間

例会を「ナポリのかまど」で行ないますので、皆

様のご参加よろしくお願いします。 

プログラム委員会      忽滑谷明委員長 

来月３月１日の例会は豊田会員の卓話でした

が、都合により入間市健康福祉センター保健師の

貝田郁子さんに変更いたします 

社会奉仕委員会       齋藤栄作委員長 

 ３月６日に地域交流会が開催されますが、日に

ちがロータリー情報研修会と重なってしまいま

した。懇親会の参加が私一人となってしまいます

ので、二・三名の動員をお願い致します。 

 

 

第３１号 ２６９７回例会 ２０１２年 2月 ２３日（木）

2011-12年度 RI テーマ 

■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 

■2011-2012ＲＩ会長：カルヤン・バネルジー 

■ＲＩ第2570地区ガバナー：立原 雅夫 

■会長：宮寺 成人 幹事：加藤 国夫 会報委員長：宅見 允

■当番：繁田 光 

The Rotary Club of Iruma  入間ロータリークラブ

Weekly Report 

■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 

東日本大震災コーナー 

絆BOXは今現在１０５,９５４円集まっております。
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新世代部門委員会      滝沢文夫委員長 

新世代ではなく、IM についての報告です。会
長より IMの報告がありましたが、発表者として
の報告をします。当日のプレゼンに際しましては、

社会奉仕委員長（齋藤栄作会員）による原稿の添

削等、パワーポイント作成に際してはパソコン教

室マウスの森様に大変お世話になりました。この

場をお借りして御礼申し上げます。IM の原稿は

石川嘉彦 PG により入間ロータリクラブのホーム

ページに PDF に変換され掲載されております。ご

覧下さい。プレゼンテーションは概ね好評であっ

たと思います。ありがとうございました。 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞     諸井克彦ＳＡＡ 

石川嘉彦君～平岡さんガバナー補佐を受けて下

さってありがとう。宮寺成人君、加藤国夫君、晝

間和弘君～大野木様本日は卓話よろしくお願い

します。新井格君～金子のジョン・レノン大野木

様ようこそいらっしゃいました。繁田昌利君、豊

田義継君～早退いたします。 
本日¥10,000  累計¥753,00 
 

 

＜出席報告＞        晝間和弘出席委員長 

＊ 事前欠席連絡 3名 
 

 

■回覧、配布物 

① 2012～2013 年度版ＲＣ手帳購入申込み 

② 独立行政法人中小企業基盤整備機構主催 

経営後継者研修のお知らせ 

③ 入間ケーブルテレビゴルフ大会 

④ 他クラブ週報・例会変更のお知らせ 

⑤ 2011～2012ＧＳＥ受入れ第３グループ予定表 

⑥ 「我家の生業」申込み 

⑦ 2012 バンコク国際大会のご案内 

⑧ 3 月 6 日ロータリー情報研修会出欠表 

⑨ 3 月 29 日ゴルフコンペ出欠表 

⑩ 3 月 29 日ナポリ・ピザとワインの夕べ出欠表 

⑪ 29,30 号週報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昼食は、初めての試みで中華弁当で、メインを２

種類準備してお好みで選んでもらいました。 

白身魚の中華あんかけと豚肉の細切り炒めです。 

 

■■■ 講 師 卓 話 ■■■  
  「ハイブリットの雑談」 

トヨタ東京自動車大学校 

教育部付課長代理   大野木 憲司  様  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハイブリットとは 2つ（またはそれ以上）の異

質のものを組み合わせ一つの目的を成す融合と

言う意味で、車に限った事ではありません。 

ハイブリット自動車に

は二種類あり、プリウス

に代表される「モーター

が主役でエンジンが補

助」即ち電気自動車と言っても構わない車は燃費

は安いのですがコストが高めです。 

反対に「エンジンが主

役でモーターが補助」

になっているのが、本

田のインサイト等です。

此方はマニュアルシフ

トの車やトラックにも

応用が可能で、今はディーゼルエンジンのトラッ

クでもハイブリットの車が増えてきています。 

 ＨＶはバッテリー交換が高額と思われていま
すが、基本的には普通の車の 12ｖバッテリー交

換と同じと考えられています。又、高速道路での

燃費は確かに落ちますが、速度が２倍になると空

気抵抗は４倍に、速度が３倍になれば空気抵抗は

９倍になり普通の車も高速道路では空気抵抗と

戦っています。 

ＨＶ車の燃費向上の裏技としては、電動ウォー

ターポンプ、クールドＥＧＲ・排気熱回収システ

ム、ソーラーベンチレーション（屋根に太陽光パ

ネル）、ＬＥＤヘッドライト、空気抵抗低減、電

動エアコンなどを活用して燃費を良くしようと

している事を意識して見て頂ければと思います。 

ＨＶ車でなくてもできる燃費向上のワザとし

ては、タイヤの空気圧は見た目では半分に減って

も分かりにくいですから、こまめにチェックされ

ることをお勧めします。又、発進は少し転がして

からブレーキを放してちょっと待つだけでも随

分燃費向上に繋がります。 

最後に今は少子化の時代で整備士になる人が

減っており、10 年前と比べますと高校生では三

分の二になっております。何方か希望する方がい

らっしゃいましたらご連絡お願いいたします。 

本日はありがとうございました。 

会員数 出席数 出席率 前回修正率

41 名 31 名 77.5％ 75.6％ 

会報委員会（宅見・石川嘉・豊田）
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＜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 
＜４月プログラム＞

 

当番 内 容 

5 日 間野 第５回クラブ協議会 

12 日 水村 
会員卓話  大塚拓会員 

（ＴＰＰ交渉の行方） 

19 日 
 

入間南ＲＣとの合同例会 

4 月 17 日に振替夜間例会 

26 日 宮崎 
講師卓話 井花富男様  

第３グループガバナー補佐 
 

＜ビジター・ゲスト＞ 

入間市健康福祉センター 保健師  貝田 郁子 様              
米山奨学生           李   宝雲 様 
元青少年交換留学生 豊岡高校  板木 麻耶 様 

■■■会長の時間       宮寺成人会長 

2 月 27 日は出席委員会の事業により新狭山Ｒ
Ｃのメーキャップが行われ、仕事に影響がないよ

う夜間例会にメーキャップするとの事でした。3
月5日も所沢中央ＲＣの夜間例会に2週続けての
メーキャップです。どうぞご協力お願い致します。 
本日の理事会の中で金浦ＲＣとの友好クラブ

の契約の更新について、家庭集会での意見の集約

の結果を報告しました。この結果を参考に多くの 
会員の意見を聞く為にアンケートを取るとの理 
事会の決定となりました。又、昨年の地区プログ 
ラムであるＧＳＥの受け入れは大震災の為、今年 
にずれたとの事でした。4/9,10に 2回受け入れる 

予定ですが詳細は井花ガバナー補佐との打ち合

わせになり会長幹事に一任されました。 
クラブ会費については、本年度の予算を見ます

とクラブ運営費 930 万円、奉仕活動費 150 万円
の合計 1080万円です。運営費は分担金が 180万
円、例会費 240万円、事務局員費・家賃・印刷費・
通信費・慶弔費等の事務局費 420万円です。奉仕
活動費は親睦活動委員会が 70 万円、プログラム
委員会が 35 万円、出席委員会と雑誌委員会が合
わせて 30 万円です。他の 18 委員会は 1 万円前
後です。つまりクラブ会費はクラブの運営費であ

り奉仕のお金は含まないのが原則です。奉仕活動

の度に拠金に頼るのが本筋です。しかしそれが実

際上困難という面もありますので、スマイルボッ

クスという制度が出来ています。めでたいこと、

嬉しい時に湧きあがった善意をその場で具体化

し、これをプールして社会奉仕の資金に充てるの

です。このスマイルボックスの活用こそ最もよく

ロータリーを象徴するものであります。 
 それではクラブの定義を考えますと、それは同

好者の集まりの意味であり団体として事を行う

のが目的ではなく、その同好者である会員にその

目的を達成せしめる為に便宜を図る世話機関で

あります。奉仕の原動力となる会員の善意の高揚

が基本であって、団体としてのクラブの奉仕活動

はむしろ会員のための実地訓練と見るべきであ

りましょう。(ロータリー入門書Ｐ40からＰ42） 
 

■■■幹事報告        加藤国夫幹事 

第 9回理事会報告  <協議事項> 

1 4・5 月プログラム 
2 金浦ＲＣの件  
3 4 月 9 日・10 日ＧＳＥ受け入れについて 
<報告事項> 

① 3/6 日Ｒ情報研修会 3/7 第 3Ｇ会長幹事会 
3/10 RLI 次年度研修リーダー研修 3/17 PETS 

② 3/6 地域交流会 3/11 入間市少年野球連盟総会 
3/26（月）入間市社会福祉協議会評議員会 

第３２号 ２６９８回例会 ２０１２年 ３月 １日（木） 

 

 

■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 

The Rotary Club of Iruma  入間ロータリークラブ  

Weekly Report

 

■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

2011-12年度RIテーマ 

■2011-2012ＲＩ会長：カルヤン・バネルジー 

■ＲＩ第2570地区ガバナー：立原 雅夫 

■会長：宮寺 成人 幹事：加藤 国夫 会報委員長：宅見 允 

■当番：晝間 和弘 

東日本大震災コーナー 

今月も絆ＢＯＸよりお茶を石巻に発送しました。 
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■■■委員長報告  

会員増強委員会       吉沢誠十委員長  

  3/15 の例会にて会員増強を進める上で、ゲス

トをお招きし交流を図る企画に致しました。ご案

内状を作成しましたので、宜しくお願い致します。 

雑誌委員会            石川山治委員長 

ロータリーの友 3月号横組み 1,5～27,33～39

頁にロータリーについてＲＩ会長のメッセージ

等が載っております。縦組み 2頁には「松下幸之

助」10 頁「卓話の泉」22～28 頁「ロータリー・

アット･ワーク」24 頁の戦車試乗もご覧下さい。 

プログラム委員会       忽滑谷明委員長 

表記の通り 4月プログラムのご案内をします。 

米山奨学委員会       粕谷康彦委員長 

 米山記念奨学生の終業式に参りました。出席さ

れた26名の奨学生のうち卒業生は14名でスピー

チを聞き、優秀な生徒になった事を実感しました。 

ロータリー情報委員会       岩崎茂委員長 

 第２回ロータリー情報研修会を３月６日開催

いたしますので参加をよろしくお願い致します。 

新世代部門委員会      滝沢文夫委員長 

本日は、前新世代交換学生の板木さんに例会出

席をお願いしました。3/10に高校を卒業されます
ので挨拶をお願いしました。現在は ROTEXとし
て活躍されていますが、今後の事とかを話して頂

こうと思います。板木さんが例会に来られる日は

飢餓ランチの日で少し可哀想だったでしょうか? 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

＜ニコニコＢＯＸ＞    諸井克彦ＳＡＡ 

宮寺成人君、加藤国夫君～貝田様本日は卓話宜し

くお願い致します。荒井正武君～お世話になりま

す。滝沢文夫君～板木さん高校卒業おめでとう 
本日¥37,000  累計¥790,000 

 

＜出席報告＞       晝間和弘出席委員長 

＊ 事前欠席連絡 5名 
■回覧、配布物 
① ロータリーの友 3月号 

② ガバナー月信 3月号 

③ 第 3 ｸﾞﾙｰﾌﾟＩＭ開催の御礼 

④ 「我家の生業」申込み 

⑤ 3 月 6 日ロータリー情報研修会出欠表 

⑥ 3 月 29 日ゴルフコンペ出欠表 

⑦ 3 月 29 日ナポリ・ピザとワインの夕べ出欠表 

⑧ 3/17 狭山中央ＲＣ野々宮二夫様お別れ会通知 

⑨ 31 号週報 

■■■ 講 師 卓 話 ■■■ 
「生活習慣病について」 
入間市健康福祉センター 保健師  貝田 郁子 様 
 

 埼玉県の死亡率を見ますと

癌と同じ位の比率（約三割）を

占めているのが、心疾患、脳血

管疾患、糖尿病を合わせた生活

習慣病が原因の血管病です。こ

れらは生活の中で予防できる

病気ですので、中々予防法が確

立していない癌を怖がるよりも、日頃から気をつ

けた生活をされる事をお薦めいたします。 

 動脈硬化を調べるには頸動脈超音波検査と血
管年齢測定があり、本日お持ちして皆様の指先で

血管（動脈）の弾力性

を簡易的に測りました

器械はアルテット検査

（加速度脈波測定）と

言いまして一番簡易的

な方法です。他にはフ

ォルム検査（脈波伝播速度測定）があります。 
 血管の弾力性は年齢と共に低下していきます

が、進み具合は生活習慣によって変化するため、

個人差があります。動脈硬化の促進要因としては、

高血圧・高血糖・脂質異常・肥満・喫煙等があり、 
進行すると心筋梗塞、狭心症、脳梗塞、下肢閉塞

性動脈症などに罹る可能性もあります。 
生活習慣病には自覚症状がありませんので、自

分のライフスタイルに合った運動習慣をもち、食

生活を改善し禁煙を始めましょう。既に治療をさ

れてる方は医師の指導により薬が必要となる事

もありますが、生活の見直しを今日から始めて長

く続けて頂ければと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会員数 出席数 出席率 前回修正率

41 名 28 名 68.2％ 100％ 

会報委員会（宅見・石川嘉・豊田）

齋藤金作会員コラム第四回 

無事卒業となり、これから

の目標は私と同じ経験や海

外留学が出来る学生を増や

せる様に頑張っていきたい

と思っています。本日はあり

がとうございました。 

板木麻耶様 卒業のご挨拶
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＜ビジター・ゲスト＞ 

パソコン教室 マウス      森  隆志 様              
第３グループガバナー補佐   井花 富男 様 
 

■■■会長の時間       宮寺成人会長 

今週は大変会合が多い週になりました。5日の

月曜日は出席委員会の事業計画により所沢中央

ＲＣの例会にメーキャップ致しました。ここは例

会が夜 7時から始まり、その後仕事がないせいか、

ゆったりとした雰囲気がしました。澤田会長いわ

くアットホームなクラブでありました。 

6日火曜日は地域交流研修会が産業文化センタ

ーで開催され入間市の小学校、中学校の校長先生

が集まりました。7つのグループに分かれて「子

供たちの安心・安全を地域で支えるには、豊かな

心を地域ではぐくむには」をテーマに意見交換を

しました。今回は交流が出来たと実感しました。 

また同日情報委員会の家庭集会が 7 時から市

民会館で行われました。開始前に食事をしてから

出席しました。石川パストガバナーが「ロータリ

ーの最新情報と今日の課題」というテーマで研修

をしてくださいました。短い時間で十分なお話が

聞け、ありがとうございました。 

7日水曜日は 6時から第 7回会長幹事会がマロー

ドイン飯能において行われ幹事と共に出席しま

した。ＧＳＥの受け入れ、ガバナー補佐の推薦委

員会、次次年度の地区役員の推薦について等の議

題がありました。現状の地区役員の専任の問題と

対策を立て第 3 グループでは実施することにな

りました。                                  

 

■■■幹事報告        加藤国夫幹事 

杉山定太郎会員の１２月号ロータリーの友に

投稿された「長生きの秘訣」の記事をお読みなっ

た佐賀県の鹿島ＲＣのロータリアンから励まし

の手紙が杉山会員に届きました。 
 
■■■委員長報告  

会員増強委員会        晝間和弘委員  

  次週 3/15 の会員増強卓話の案内状をポストに

入れております。ゲストの方はまだ四名ほどです

ので多く方にお声を掛けて頂き、参加して貰えま

すよう宜しくお願い致します。 

親睦委員会            宮崎正文委員長 

 3/29 のゴルフコンペはまだ余裕がありますの

でご参加のほど宜しくお願いします。 

  
石川嘉彦パストガバナー 

①３月１５日のゲスト例会は手続要覧ＲＩでも

大変奨励されています。 

②飢餓ランチとは Starvation Lunch として世界

で行なわれています。これを飢餓ランチと訳し

ていますが、飢餓という言葉はあまり感じが良

くないので節約ランチ・接食ランチ・粗食ラン

チと表現するクラブもあります。それでは何の

為にこれを実施していて、どのような歴史があ

るのかを齋藤金作会員に解説をお願いします。 

飢餓ランチとは    齋藤金作パスト会長 

 1959 年にロータリークラブは世界で一万クラ

ブとなり会員数は 50 万人になっていました。

1962 年にＲＩは百万ドルの食事 (Million Dolla 

rs Meal)を発表。２ドル節約すると当時の５０万

人のロータリアン全部では１００万ドルになる

という所からこの名称ができ、例会で粗食の日を

定め、それによって得られた節約額を社会奉仕、

国際奉仕などの資金に繰り入れて、まだ盤石でな

かった財団の活動資金に企てる事になった訳で

す。後日詳しい説明文をお配りする予定でいます。 
 

第３3号 ２６９9回例会 ２０１２年 ３月 8日（木） 

 

 

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

 

■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

2011-12年度RIテーマ 

■2011-2012ＲＩ会長：カルヤン・バネルジー 

■ＲＩ第2570地区ガバナー：立原 雅夫 

■会長：宮寺 成人 幹事：加藤 国夫 会報委員長：宅見 允 

■当番：平岡 達也 

東日本大震災コーナー 

11 日で一年が過ぎますが、まだまだ復興には

程遠く、思い遣りと温かい支援を皆で続けてい

きましょう！ 
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＜ニコニコＢＯＸ＞    細淵克則副ＳＡＡ 

井花富男様～先般のＩＭでは大変お世話になり

ました。お蔭様で盛会裡に終える事が出来ました。

宮寺成人君、加藤国夫君～森様本日は卓話宜しく

お願い致します。平岡達也君～井花ガバナー補

佐・森さんご苦労様です。加藤さん写真ありがと

う。会場設置に不備があり失礼しました。山岸義

弘君、関谷永久君～井花様・森様ようこそいらっ

しゃいました。斎藤福太郎君、摂田順一君、石川

嘉彦君、吉永章子君～加藤さん写真ありがとう。

細淵克則君～井花ガバナー補佐入間クラブへよ

うこそ、加藤さん写真ありがとう。間野尚君～長

期に亘りお休みしてしまい申し訳ございません

本日から頑張ります。荒井正武君～早退します。 
 

＜出席報告＞       晝間和弘出席委員長 

＊ 事前欠席連絡 10名 
本日¥17,000  累計¥807,000 

 
■回覧、配布物 
① 「我等の生業」申込み 

② 3 月 29 日ゴルフコンペ出欠表 

③ 3 月 29 日ナポリ・ピザとワインの夕べ出欠表 

④ 佐賀県の鹿島ＲＣ吉田祐彦様から     

杉山会員宛お便り 

⑤ 他クラブ例会変更のお知らせ 

⑥ 3/15 会員増強卓話へのご案内状 

⑦ 32 号週報 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

茶の放射性物質の現状と対策について 

               繁田昌利会員 

 「放射性セシュウムの移動メカニズム」 
2/23 に茶葉試験場の佐野

所長の報告では生葉（新芽）

で検出された放射性セシュ

ウムは、土壌中から吸収され

たものではなく、古葉に付着

したものが葉面から吸収さ

れ、新芽に移動したものと推

定されます。 

「秋整枝」 

１０月下旬以降翌年の敵採予定から 10～15cm

上の高さで秋整枝を行う。生茶の放射性セシュウ

ム濃度階層比率 10～12 月・・暫定基準値を超え

た茶園は～50 ﾍﾞｸﾚﾙ 61%、～80 ﾍﾞｸﾚﾙ 30%、～100

ﾍﾞｸﾚﾙ 5%、100 ﾍﾞｸﾚﾙ～5% 

「春整枝」 

生葉が 2/15 で 21 ﾍﾞｸﾚﾙなので荒茶では５倍の

105 ﾍﾞｸﾚﾙ。飲料では 1/50～1/80 になるので 2.1

～1.3 ﾍﾞｸﾚﾙ。飲料水準基準(10 ﾍﾞｸﾚﾙ)以下の数値

である。 

安心して飲め

るお茶となり、又、

埼玉の皆さんが狭

山茶を心配して助

けようとして下さ

って、景気も上向

きになっておりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員数 出席数 出席率 前回修正率

41 名 26 名 68.4％ 87.5％ 

会報委員会（宅見・石川嘉・豊田）

■■■ 講 師 卓 話 ■■■ 
 

「入間ロータリークラブホームページについて」 
パソコン教室 マウス   森  隆志 様 

①今回は記事を活動報告として投稿しますと最初のページに掲載され、一枚目の写真はスライドで

見れる様になりました。 
②・ログインしてパスワード入れますと会員専用のページであるメモ欄が出て投稿を行なえます。 
 ・書き方はビジュアル形式（ワードと同じ）とＨＴＭＬ形式（ホームページを作る要領）がある。

・タイトルを入れて書き込みが終わりましたら、右側にあるカテゴリーにチェックを入れる。 
（「会員各位へ」にチェックを入れた場合には一般には公開されない） 

③お気に入りに入れておけばログインすると「会員の皆様へ」が直ぐ閲覧できる。 
④会員ギャラリーの追加は複数の写真を一括でアップでき、画像アップロードを 
クリックすると自動的にギャラリーに入る。 

⑤クラブ予定表からグーグルカレンダーに登録又は追加すれば自分の 
予定表に自動で関係付けられ個人のスケジュール表が作成できる。 

⑥一番の利点はスマートホンから投稿や写真が入れられ、自分の記事 
や写真の編集＆削除は後からでも出来る。 
⑦一般向けに記事を書いていただければツイッターで世界中に情報を 
 発信しています。 
⑧毎例会後、寄って頂ければ何時でもお教えいたしますので皆さん、 
是非使って不具合を教えて下さい。改良してより良いホームページ 
作りを目指しますのでよろしくお願い致します。 
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＜ビジター・ゲスト＞ 

秦野ロータリークラブ      玉 木 茂  様 

(株) イチヤナギ        一柳 達郎 様 
(株) 荻野鉄工        荻野 晃司 様 
カネパッケージ (株)    高村 賢二 様 
(有) 菅野電気        菅野 茂美 様 
白石善信税理士事務所      白石 善信 様 
(有) 高山          高山  一由 様 
(株) 西沢商事         西沢 宏志 様 
木下電気 (株)           木 下  登  様  
 

■■■会長の時間       宮寺成人会長 

先週は月、火、水と 3日続けてロータリーの活動

がありました。今週は何もなくおかげ様で確定申

告業務に専念できました。また今日は確定申告書

の提出期限です。お客様の申告が終了後私の申告

書を最後に作成しますので例会終了後申告しま

す。今は紙での申告でなく電子申告をしますので

今日の夜の 11 時 59 分 59 秒まで申告できますが

0時ジャストで国税庁のコンピューターは閉まり

ます。それ以後は紙の確定申告書を所沢税務署の

ポストに持参して申告する方法があります。今年

の確定申告についてロータリーに関係しますの

は寄付金控除です。昨年公益認定を受けたロータ

リー日本財団は所得控除と税額控除の有利選択

ができます。財団法人米山記念奨学会は公益認定

が今年になりましたので今回の申告は所得控除

のみとなります。                       

 

 

 

■ロータリーリーダシップ研究会終了証明書 

  嵐山・国立女性会館で行なわれました、研修

会（パート１）終了証明書授与 

・平岡達也会員・細淵克則会員・吉永章子会員 

 

■入間南ロータリークラブとの合同例会日訂正 

 ４月 17 日ではなく 24 日の夜間例会となり、振

り替えの為4月26日の例会はお休みとなります。 

 

■■■幹事報告        加藤国夫幹事 

財団寄付金 使途指定寄付金（ポリオ） 

半期分 15 ドル×人頭分 

パーマネントファンド  

（飢餓ランチ）＝100 万ドルの食事 

半期分 10 ドル×人頭分   3 月 9 日送金 

 

■■■委員長報告  

 

会報委員会          宅見允委員長  

  33 号週報の繁田昌利会員の「茶の放射性物質

の現状と対策について」の中で生茶の放射性セシ

ュウム「濃度会葬比率」は「濃度階層比率」の誤

りですのでお詫びして訂正いたします。 

 

ロータリー美術館委員会   齋藤金作委員長 

 5/17 例会にて写真展の開催を企画しました。

大きな部屋に飾って写真鑑賞を楽しみたいと思

いますので、ご協力よろしくお願いします。 

 

社会奉仕委員会       齋藤栄作委員長 

 絆 BOX に集った 115,000 円の中から２月・３月
とお茶を石巻に贈り、今は 52,700 円ほど残って

おります。東日本大震災から一年が経ちましたが、

此れからも心に留めて長く続けていきましょう。 
 

 

 

第３４号 ２７００回例会 ２０１２年 ３月 １５日（木） 

 

 

■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 

The Rotary Club of Iruma  入間ロータリークラブ  

Weekly Report

 

■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

2011-12年度RIテーマ 

■2011-2012ＲＩ会長：カルヤン・バネルジー 

■ＲＩ第2570地区ガバナー：立原 雅夫 

■会長：宮寺 成人 幹事：加藤 国夫 会報委員長：宅見 允 

■当番：繁田 昌利 

東日本大震災コーナー 

復興を目指し、東北６県全体を博覧会

場に見立てた「東北観光博」が１８日、スタ

ートした。 みんなで出かけよう！ 
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木下電気 (株) 木下登様 

入間市にはロータリーが二つあ 

り両方に知り合いが沢山おいでに 

なります。ＪＣ卒業生としてお世 

話になっている方々がおりますの 

で、中々参加する気持ちに踏み切 

れないでいます。 

＜ニコニコＢＯＸ＞    諸井克彦ＳＡＡ 

玉木茂様～本日もお世話になります。石川嘉彦君、

宮寺成人君、加藤国夫君、山岸義弘君、岩崎茂君、

繁田光君～本日は多くのゲストの皆様ようこそ

例会を気軽に楽しんでください。齋藤栄作君、荒 

井正武君、滝沢文夫君～ゲストの皆様ようこそ・

加藤さん写真ありがとう。諸井克彦君～細淵さん

先週は代わって頂きありがとうございます。山畑

雅廣君～事業参加費の残高ニコニコに入れます。 
本日¥13,311  累計¥820,311 
 

＜出席報告＞       晝間和弘出席委員長 

＊ 事前欠席連絡 1名 
 

■回覧、配布物 
① ハイライトよねやま 144 

② 3 月 29 日ナポリ・ピザとワインの夕べ出欠表 

③ 他クラブ週報＆例会変更 

④ ３３週報 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員数 出席数 出席率 前回修正率

41 名 34 名 82.9％ 70.7％ 

会報委員会（宅見・石川嘉・豊田）

■■■ 会 員 増 強について ■■■   担当 吉沢誠十委員長 
 

齋藤金作会員コラム第五回 

 

 

   

 

 
 

 

カネパッケージ (株)高村賢二様 

 ロータリーに対してのイメージと質問され

咄嗟にお応えしたのは「正直分かりません」

でした。パンフレットを拝見して、大変素晴

らしい活動をされている事を知り、もつと広

く宣伝していただければと思いました。企業

は人の集合体ですので、働いている方々が楽

しければ、自然とお客様も付き、社会から必

要とされる企業になると感じており、本日お

集まりの皆様から体験談等をお聞きし自分も

成長していきたいと考えております。入会の

気持ちは多いにあります。 

晝間和弘会員より入会しての感想は 
吉沢会員が入間工業協同組合の理事長をしていた関係で 2005年にRC情報委員会主催の勉強会に
ゲストとして参加した際に温かく居心地の良い印象でした。翌年の秋に大怪我をし、私が居なくて

も取り敢えず仕事はまわるかな？と考え一年後に入会しました。入会して良かった事は会員の思い

遣りで好意と友情を深め自分自身に心のゆとりができたと思います。全く仕事の取引とは直接関係

の無い方ばかりなので、かえって肩の力を抜いて自分の気持ちを素直に表せ心にゆとりが出来、間

接的ではありますが会社経営に繋がりより良い会社に進化していると思います。人それぞれ価値観

が違いますが私は入間 RCに入ってとても良かったです。

先ずはロータリークラブに来てもらい、入間市にこんな人がいて、入会・勧誘を急がずに長

いお付き合いの中で、ロータリーの活動を知って頂きたく企画を致しました。 

続きましてゲストの皆様よりロータリークラブと聞いて思うことをゲストにお聞きしました。 

8 人のゲストをお迎えでき、楽しくて素晴らしい例会でした。 

(株) 荻野鉄工 荻野晃司様 

私の知識ではロータリーとは時間とお金に余裕の

ある方が入っていて昼間の例会であ

りライオンズと同じ様なクラブかな、

何故入間市に 2つのクラブがあるのか
なと疑問に思っていました。今は昼間

の例会は無理ですので、いつか又ご縁

がありましたら宜しくお願いします。
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＜ビジター・ゲスト＞ 

埼玉りそな銀行 武蔵藤沢支店 

支店長 岩永 克也 様 
 

■■■会長の時間       宮寺成人会長 

今日はちょうど 5 年前に締結された金浦ロー

タリークラブとの友好クラブ締結書の締結期間

の最終日です。この 5年間の実績を考えてロータ

リーの手続き要覧にある正式なプログラム「ツイ

ンクラブ（姉妹クラブ）」にしたいとの思いを持

たれる方、友好クラブぐらいがよいと思われる方、

締結書のとおりでよいと思われる方等色々でし

ょうから理事会では皆さまからアンケートを頂

こうということになりました。その時にはご協力

をお願いします。 

先週の例会は増強委員会の活躍で８人の新入

会員候補を例会に参加いただきました。このくら

いの人数が例会にいると圧迫感もあり数の力を

感じました。この次は６０歳代から７０歳代の候

補者を探して例会参加の呼びかけをお願いしま

す。またその例会の中で晝間会員の「ロータリー

で感じたこと」の話があり、その中に「多くの職

種の方々と気軽に話せる」ということがありまし

た。これはロータリーの創設者であるポールハリ

スが「気軽に話ができるために１業種１人を会員

とする」という理念で始めたことを思い出させる

話でした。                       

■■■幹事報告        加藤国夫幹事 

４月レート８２円/＄ 

 

■■■委員長報告  

親睦委員会         宮崎正文委員長  

  来週 29 日は夜間例会となっております。春日

町にある「ナポリのかまど」にて行ないますので、

ご出席宜しくお願いします。 

 

■訃報 

★所沢ロータリークラブ新井弥男パスト会長， 

2007～08 年度第 3グループガバナー補佐 

ここに謹んでご冥福をお祈り申し上げます。   

通夜 ３月２５日 告別式 ３月２６日 

場所：所沢市斎場 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞     諸井克彦ＳＡＡ 

宮寺成人君、加藤国夫君～岩永様本日は卓話宜し

くお願い致します。関根靖郎君～早退します。 
本日¥3,000  累計¥823,311 
 

＜出席報告＞        晝間和弘出席委員長 

＊ 事前欠席連絡 7名 
 

■回覧、配布物 
① ガバナー月信３月号 

② 入間市教育委員会研修会参加御礼 

③ 入間市環境まちづくり会議会報 

④ 米山梅吉館報＆賛助会入会のお願い 

⑤ 3 月 29 日ナポリ・ピザとワインの夕べ出欠表 
⑥ 4/24 入間南ＲＣとの合同夜間例会出欠表 

⑦ 入間市商工会講演会のお礼 

⑧ 他クラブ週報＆例会変更 

⑨ ピロン・チャーリー様からのお便り 

⑩ ３４号週報

会員数 出席数 出席率 前回修正率

41 名 29 名 70.7％ 70.7％ 

第３５号 ２７０１回例会 ２０１２年 ３月 ２２日（木） 

 

 

■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 

The Rotary Club of Iruma  入間ロータリークラブ  

Weekly Report

 

■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

2011-12年度RIテーマ 

■2011-2012ＲＩ会長：カルヤン・バネルジー 

■ＲＩ第2570地区ガバナー：立原 雅夫 

■会長：宮寺 成人 幹事：加藤 国夫 会報委員長：宅見 允 

■当番：細淵 克則 

東日本大震災コーナー 

第８４回選抜高校野球大会に石巻工が２１世

紀枠で初出場。２１日の開会式で阿部翔人主将

が「日本が一つになり、その苦難を乗り越えるこ

とができれば、その先に必ず大きな幸せが待って

いると信じています。日本中に届けます。感動、

勇気、そして笑顔を。日本の底力、絆を。われわ

れ高校球児ができる事、それは全力で戦い抜き、

最後まで諦めないことです。」と選手宣誓。東日

本大震災からの復興を願う熱い思いを込めた。 
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■■■ 講 師 卓 話 ■■■ 

「為替について考える」 

埼玉りそな銀行 武蔵藤沢支店 支店長 岩永 克也 様 
  

 私は最近までの 19 年間は金利関係の資金運用を手掛けておりまして、

専門外ではありますが今日は為替についてお話させて頂きます。 

 為替の基本的な機能は世界的な再分化サイクルをおこすと理解して

頂ければ良いと思います。通過の信頼性はと言いますと欧州はギリシャ

を中心として情勢に不安があります。米国はＦＲＢによるドルばら撒き

によりドル安の政策を行なっております。其れに対し日本は国の借金を

9割以上国内資金で賄っており、他国に比べて通貨の価値に信頼が高く

なって円高要因に最近迄はなっていました。欧州解決には程遠いでしょうが処方箋が少し見えてきた

様に感じています。又米国景気は意外と底固く、インフレが出てくれば政策を変えざる負えなくなり

ます。日本は円高による輸出産業の衰退や、原発問題を起因とした貿易赤字の慢性化、国の借金問題・

消費税議論等がありますが、相対価値の変化に伴い円安要因材料が多いと私は考えております。 

 為替の差損を埋めるヘッジ資産には①海外資産に投資する投資信託(為替ヘッジなし) ②短期で運

用する外貨預金(外貨キャッシュでの引き出しも可能) ③長期金利で運用できる外貨建保険 ④個人

向け国債(10 年もの変動利付債券)は６ヶ月ごとに利率が変動、一年後でしたら条件付で中途売却が

可能であり、為替や金利が変化しても、どちらにもヘッジが出来る優れた商品だと思っています。 

 最後に、外貨投資の留意点としましては金利差がある場合は常にその分、円高のリスクを持ってい

る事をお忘れなくヘッジのオペレーションをお考え頂ければと思います。 

 会社の運営の中で日々大変難しい決断をされている皆様の前で恐縮ではございましたが、ご清聴い

ただきありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 会報委員会（宅見・石川嘉・豊田）

第３６号 ２７０２回例会 ２０１２年 ３月２９日（木）

■ 点鐘：18:30

■ ナポリのかまど

昼間にゴルフ会を開催。会場の狭山ゴルフクラ

ブはとても素晴らしく天気にも恵まれて楽し

いひと時でした。ゴルフ会の後は、ナポリのか

まどでの夜間例会。 ゴルフに参加されなかっ

た方々も合流して、ワイワイがやがや。 ナポ

リピザとワインを楽しみました。 

優勝・西山祐三会員
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＜５月プログラム＞ 

＜今月のお祝い＞ 

＜ビジター・ゲスト＞         

米山奨学生           李   宝雲 様 
■■■会長の時間       宮寺成人会長 

先週は親睦委員会の事業計画である「親睦ゴル

フ」を狭山ＧＣで行ないました。11 名の会員が

参加され、豊田会員が予約、プレイ費等に尽力下

さり大変お世話になりました。とても楽しいゴル

フであり、1年に何回か親睦事業として開催をお

願いしたいと思いました。また表彰対象に「ベス

グロ」を入れず失礼しました。3月は例会が 5回

あり先週が 5 回目のため、18 時半から「ナポリ

のかまど」に場所を移して 30 名の出席で行われ

ました。岩崎会員は欠席の予定ながら突然現れて

場を盛り上げてくださいました。美味しいパスタ、

ピザを食べワインに酔いながら話が弾みました。

企画をされた親睦委員会、プログラム委員会の皆

様お疲れ様でした。 

■■■幹事報告        加藤国夫幹事 

第 10 回理事会報告  ＜協議事項＞ 
1 5・6 月プログラム 
2 地雷で被害を受けた子供たちへの支援 
  毎年１人 1000 円 

3 次年度ガバナー補佐にかかる諸費用について    

4 3/29 日夜間例会ナポリのかまど会計報告       

5 入間市環境フェア協賛の件 

（6月 17 日 産文センター）協賛金 10.000 円 

6 4 月 24 日（火）入間南ＲＣ合同例会 
7 会員退会の件「平岡勲一郎」退会届提出       

8 その他 （5/10 日 世界大会タイバンコク） 

9 GSE 派遣今年度は入間 RC では受け入れナシ 

＜報告事項＞ 

4/ 7（土）RLI パート 2 

4/15（日）米山記念奨学生・カウンセラーオリエ

ンテーション 

4/22（日）地区協議会（丸大バスチャーター有り） 

4/ 6(金）春の交通安全運動 出陣式 2 名 

■■■委員長報告  

雑誌委員会            石川山治委員長 

ロータリーの友 3月号横組み 4,6,8～11,14～

19,32～35,42 頁。縦組み 2～12,22～32 頁を今月

は雑誌月間でもあり是非ご覧下さい。 

プログラム委員会       忽滑谷明委員長 

表記の通り 5月プログラムのご案内をします。 

社会奉仕委員会       齋藤栄作委員長 

 石巻よりお茶を美味しく頂いておりますとの

お礼が届いております。ありがとうございます。 

国際奉仕委員会         関谷永久委員長 

 ＧＳＥの派遣は今年度は入間ＲＣでは受け入

れが出来なくなりましたので、ご報告いたします。 

吉永章子エレクト 

会員の皆様にアンケートのお願いをいたしまし

て 50%程の回答を頂きました。大勢の声を後ほど

纏めました物をお配りしたいと思っております。

ご協力ありがとうございました。 

 当番 内 容 

3 日  法定休日 

10 日 森田 未定             

17 日 諸井 
入間ＲＣ会員家族による写真展

於：さくら草ホール 

24 日 山岸 
細淵克則会員卓話 

ロータリー財団「未来の夢計画」

31 日 山根 未定 

会員誕生日 杉山定太郎君(101歳) 

婦人誕生日 
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（金婚式） 

第３７号 ２７０３回例会 ２０１２年 ４月 ５日（木） 

 

 

■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 

The Rotary Club of Iruma  入間ロータリークラブ  

Weekly Report

 

■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

2011-12年度RIテーマ 

■2011-2012ＲＩ会長：カルヤン・バネルジー 

■ＲＩ第2570地区ガバナー：立原 雅夫 

■会長：宮寺 成人 幹事：加藤 国夫 会報委員長：宅見 允 

■当番：間野 尚 

東日本大震災コーナー 

絆ＢＯＸには今迄に１４万円の支援がありました。



 - 2 -

■■■第５回クラブ協議会■■■ 

＜ニコニコＢＯＸ＞    諸井克彦ＳＡＡ 

ピロン・チャーリー様～豊岡高校戻分。荒井正武

君～夜間例会・二次会では大変お世話になりまし

た。西山祐三君～親睦ゴルフコンペはパートナー

とハンデに恵まれ優勝出来ありがとうございま

した。友野政彦君～地域交流会の写真ありがとう

ございます。岩崎茂君～早退いたします。 
本日¥45,532  累計¥868,843 

 

＜出席報告＞       晝間和弘出席委員長 

＊ 事前欠席連絡 4名 
■回覧、配布物 

① ロータリーの友 4月号 

② 第二回社会奉仕部門セミナー中止のお知らせ 

③ 2011～2012 年度 GSE 受入れ第 3G 予定表 

④ ネパール奨学里親申込み確認 

⑤ 4/24 入間南ＲＣとの合同夜間例会出欠表 

⑥ 他クラブ週報＆例会変更 

⑦ 第 2570 地区青少年交換学生帰国報告書（ＣＤ） 

⑧ 入間市ゴルフ協会定期総会＆第 22 回ゴルフ大会 

⑨ 5/17 写真展示観賞会開催出品申込み 

⑩ 35,36 合併号週報 

 
■クラブ奉仕委員会     友野政彦委員長 

小委員長さんたちが頑張って頂き経過してお

り感謝いたします。一番の願いは会員増強です。 

■職業分類委員会      大野賢次委員長 

新しい会員がいつ入られても良い様に職業分

類表を用意しておりますのでご協力ください。 

■会員選考委員会      森田英郎委員長 

 今年度中に会員の入会がされ活動出来る様ご

協力よろしくお願い致します。 

■会員増強委員会      吉沢誠十委員長 

急がずに長いスパンで機会或るごとに会員入

会をお願いして頂ければと思います。残り三ヶ月 

となりましたが会員入会アタックに頑張ります。 

■ロータリー情報委員会    細淵克則委員 

 2 回の研修会を開催しました。２回目は新しい

研修の型(RLI)を採用し参加者全員の活発な発言

を引き出し、有意義な研修となりました。 

■出席委員会        晝間和弘委員長 

メイクアップを 2月と 3月に実施、今後も数回

を計画中ですので、宜しくお願い致します。 

■親睦活動委員会      宮崎正文委員長 

活動計画書の通り実施して参り、残りの行事で

ある「最終例会」もご参加宜しくお願い致します。 

■雑誌委員会        石川山治委員長 

 雑誌の講読はロータリアンの三大義務ですの

で、よく読んで各クラブの情報を掴んで下さい。 

■プログラム委員会     忽滑谷明委員長 

入間南ＲＣとの合同例会日程の変更により

4/19の例会は間野製作所の工場見学となります。

あと三ヶ月も引き続き宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■広報委員会         山岸義弘委員 

クラブの公式ＨＰに例会情報や内容をアップ

ロードして公開しております。今後も情報発進を

重ねてアクセス数が増える様に努力いたします。 

■ロータリー美術館     齋藤金作委員長 

5/17 の写真展示観賞会を立派なものに出来る

ようご協力宜しくお願いします。 

■会報委員会         宅見允委員長 

斉藤金作会員の中国古典名言解説は、人生訓と

して評判が良く、これからも連載して参ります。

残り三ヶ月も宜しくお願い致します。 

■職業奉仕委員会      西山祐三委員長 

今年度の活動計画の１つとして 会員企業等を

訪問視察し、事業の取り組みについて認識を深め

る。との項目があり 4/19 の例会において間野会

員の間野製作所を訪問することになりました。今

後も計画達成に努力して参りたいと思います。 

■健康管理委員会       山根宏夫委員 

 経営者として、年 1回は脳ドックを含めた受診

の癖をつけ、健康管理を多いに行なって下さい。 

■社会奉仕委員会      齋藤栄作委員長 

今年度はＬＥＤ防犯灯設置・月桂樹の植樹・地

域交流会は大変な影響力と成果と評価を受け、形

になった年になりました。東日本の継続的な支援

も毎月報告できており、感謝申し上げます。 

■地域発展委員会       平岡達也委員 

 何か事がある時は粉骨砕身努力いたします。 

■環境保全委員会       間野尚委員長 

3/21 に入間市ゴミ減量化推進協力会に参加し
て来ました。又、6/17の入間市環境フェアに協賛
しておりますので宜しくお願い致します。 

会員数 出席数 出席率 前回修正率

40 名 34 名 85.0％ 80.4％ 

会報委員会（宅見・石川嘉・豊田） 

齋藤金作会員コラム第六回 
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■■■会長の時間       宮寺成人会長 

本日は先週のクラブ協議会の報告が時間不足

で出来ませんでしたので、会長の時間は報告 1つ

にさせて頂き協議会の続きを行います。 

 第 2570 地区ガバナーエレクト鈴木秀憲様から

地区役員の承諾書を依頼されました。クラブ奉仕

部門会員増強委員会副委員長「水村雅啓」、社会

奉仕部門クラブ支援委員会委員「滝沢文夫」、ロ

ータリー財団部門補助金奨学委員会補助金担当

副委員長「細淵克則」、米山奨学部門米山記念奨

学推進委員会委員「忽滑谷明」以上 4人の会員が

地区役員として活躍していただくことになりま

した。1年間よろしくお願いします。 

 

■ロータリーリーダシップ研究会終了証明書 

 研修（パート 2）終了証明書授与 
・平岡達也会員・細淵克則会員・加藤国夫会員 

 

■■■幹事報告        加藤国夫幹事 

1 地雷で被害を受けた子供たちへの支援 

 4 月 6 日に送金いたしました。 

2 ロータリーの森の奉仕活動について 

 5 月 12 日 10 時より 秩父市羊山公園 
■■■吉永章子エレクト 

4/22 地区協議会（丸大バスチャーター有り） 

市民会館 8:40 集合 8:45 出発 

4/26 現新理事会役員会 魚いち 18:30 

5/ 8 第 1 回クラブ協議会 武蔵クラブ 18:30 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞     諸井克彦ＳＡＡ 

諸井克彦君～今日は桜も満開で気持ち良いお日

和になりました。 
本日¥1,000  累計¥869,843 

 

＜出席報告＞       晝間和弘出席委員長 

＊ 事前欠席連絡 1名 
◎7～3月出席率(72.3%)と修正出席率(90.3%) 
◎1～3月出席率(72.3%)と修正出席率(89.5%) 
 

 
 

■国際奉仕委員会      関谷永久委員長 

ネパールの子ども達への色々な支援、奨学生の

派遣＆受け入れ等いつもご協力頂きありがとう

ございます。これからも宜しくお願い致します。 

■世界社会奉仕委員会      新井格委員 

飢餓ランチを今年度中にもう１回計画中です。

又、ネパールへの学校建設・奨学金活動について

も今年度も宜しくお願い致します。 

■ロータリー財団委員会   上野弘勝委員長 

 寄付目標が若干足りておりませんのでご協力

のほど宜しくお願い致します。 

■米山記念奨学委員会    粕谷康彦委員長 

奨学生の為に皆様からご寄付を頂き目標を達

成できました。ご協力ありがとうございました。 

■新世代奉仕部門委員会   滝沢文夫委員長 

新世代(次世代)を担うべき人材の育成と応援

の観点より青少年プログラム、ライラプログラム

に積極的に参加しました。青少年交換学生(板木

さん)による帰国＆卒業報告をお願いしました。 
■回覧、配布物 

① アイバンク協会公益法人認定葉書 

② バンコク国際大会ガバナーズナイトのご案内 

③ 「ロータリーの森」奉仕活動参加のお願い 

④ ネパール奨学里親申込み確認 

⑤ 入間市国際交流協会総会のご案内 

⑥ 4/24 入間南ＲＣとの合同夜間例会出欠表 

⑦ 他クラブ週報＆例会変更 

⑧ 4/19 間野製作所職場見学 

⑨ 7～3月,1～3月の出席率と修正出席率表 
⑩ 37 号週報 

会員数 出席数 出席率 前回修正率

40 名 35 名 89.7％ 86.8％ 

第３８号 ２７０４回例会 ２０１２年 ４月 １２日（木） 

 

 

■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 

The Rotary Club of Iruma  入間ロータリークラブ  

Weekly Report

 

■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

2011-12年度RIテーマ 

■2011-2012ＲＩ会長：カルヤン・バネルジー 

■ＲＩ第2570地区ガバナー：立原 雅夫 

■会長：宮寺 成人 幹事：加藤 国夫 会報委員長：宅見 允 

■当番：水村 雅啓 

東日本大震災コーナー 

絆ＢＯＸ 本日は 4,936 円の支援がありました。 

■■■第５回クラブ協議会■■■ 
(先週に引き続き) 
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「TPP 交渉の行方」             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大塚拓会員 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■■会 員 卓 話■■■ 

TPP（Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement：環太平洋戦略 

的経済連携協定）とは、国・地域の間での貿易障壁を撤廃する自由貿易協定（FTA） 

の一種で、アメリカをはじめ 9カ国が交渉中。これまでの国内議論では、TPP 問題 

は「農家ｖｓ財界」という短絡的な構図で捉えられ、本質的な議論が十分にされて 

いるとは言えない。これまでの経緯を振り返り経済・安全保障両面から、我が国に 

与える影響を検証する。 

＜経緯＞ 

・そもそも TPP は、2006 年にシンガポール、ブルネイ、チリ、ニュージーランドの 4か国による FTA

として発効。4カ国の特徴は、①経済規模が小さい、②国内に守るべき産業がない、③FTA に極め

て積極的。よって TPP は、極めて自由化度の高い協定となっている。 

・本年 11 月に大統領選を控える米オバマ大統領は、選挙向きの経済政策として TPP に着目、TPP に

よる東アジア市場への輸出増・雇用拡大を打ち出した。 

・2010 年から TPP 拡大交渉が始まりアメリカ、オーストラリア、ベトナム、ペルー、マレーシアが参加。

・米国は当初 TPP を単なる経済戦略の一環ととらえていたが、同年秋の尖閣事件などでの中国の横暴

ぶりを見て、ニクソン以来続いた対中平和的関与政策を転換、その延長線上で、TPP も対中ブロッ

クの色彩を帯びるようになった。これに中国が強く反発。 

・米国から参加を促された日本は、菅首相が「平成の開国」として、TPP への参加を大々的に表明。

しかし徐々に消極姿勢に転じ、東日本大震災を契機に静かに撤収を図った。ところが、2011 年 8

月に後を継いだ野田首相は、普天間問題でこじれた日米関係を修復させようと対米譲歩を繰り返

し、十分な国内議論を経ずに米国に参加方針伝えた。これに農家や医療関係者などが大反発。国内

的には態度未定のまま各国と「事前協議」に入った。 

＜経済面での検証＞ 

・日本はシンガポール、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、チリ、ペルーとは既に FTA を締結済み。

残りの米・豪・ニュージーランドは先進国であるため既に関税率は低く、米・ＮＺは経済構造上も

FTA が日本にとってプラスになるか疑問。 

・輸出企業の経営自由度は増す（また一部サービス業にも市場開拓機会を提供）が、生産拠点移転の

誘因もあり、個別企業の利益＝GDP・国内雇用拡大とはならない。 

・政府が推進する根拠は「GTAP モデル（貿易自由化効果を推計するコンピューターモデル）」による

計算。しかし GTAP では生産移転や労働減少、非関税障壁など、TPP で重要な要素は考慮されず。 

・中国、韓国、インドネシア、タイといった域内の主要国が不参加。一部の国しか参加しない TPP

が発効すると、FTA の「貿易移転効果」により域内の効率が低下し、成長にマイナスに働く。 

・主要国が参加する「ASEAN+3」「ASEAN+6」といった他の枠組みは、GTAP の計算でも TPP より望まし

いことが明らか。これらが実現できなくなれば多大な機会損失。 

＜安全保障面を含めた検証＞ 

・オバマ政権は軍事ツールと経済ツールの使い方を混同している。軍事は「勢力均衡」（対等以上の

軍事力で抑止）経済は「相互依存」（相互の経済関係を深化させ戦争するコストを高める）が基本。

・例えば EU（欧州連合）は、第二次大戦前、戦争を繰り返してきた欧州の大国ドイツとフランスが

二度と戦争を起こさないために構想された。今や独仏が戦争する確率はゼロ。 

・失敗例：一次大戦後のドイツ、1941「ABCD 包囲網」。経済的に追い詰めたことで、ドイツではナチ

スが台頭し、日本は対米開戦に踏み切った。 

・経済ツールを囲い込みに利用することは、むしろ緊張を高める。 

・実際、中国は TPP に対抗する動きを見せている。韓国に対しては極めて好条件での 2国間 FTA をも

ちかけ、インドネシアや ASEAN 議長国カンボジアなどへもアプローチ強化。南シナ海での領土問題

とも絡み、ASEAN に亀裂が入りつつある。 

・米国は財政悪化から長期的には東アジアでもプレゼンスを低下させると予想される。潜在的同盟国

である ASEAN や韓国との関係が重要になるが、TPP はリスク要因。 

 

TPP には、我が国の主体的戦略は介在しておらず、推進派が説得力をもちきれない原因。経済面でみ

ても TPP が国益に資するかは議論の余地が大きく、長期的な地域安全保障を考えれば、我が国として

の地域戦略を立てた上で、慎重に対処する必要がある。少なくとも、米国大統領選に巻き込まれる形

で拙速に結論を出すことは避けなければならない。 
会報委員会（宅見・石川嘉・豊田）
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＜ビジター・ゲスト＞   

新狭山ロータリークラブ   東  喜代雄 様 

     〃       田中  聡  様  

     〃       中村  政俊  様 

     〃       西澤  長次  様 

     〃       西野 隆太郎 様 

     〃       吉森  里和  様 

     〃       渡辺  進   様 

秦野ロータリークラブ   玉木   茂   様  

 

■■■会長の時間       宮寺成人会長 

先週は卓話の時間に「ＴＰＰについて」を大塚

会員が話してくれました。2006 年 5 月 28 日にシ

ンガポール、ブルネイ、チリ、ニュージーランド

が関税をなしとする協定を結んだ事が始まりだ

そうです。経済力の小さい国から始まり中国、日

本、韓国、インドネシアの経済大国は参加してな

いのが現状の様です。おかげ様で視点が定まり理

解しやすくなり、ありがとうございました。 

また、今月 4日金曜日にイオン入間店の屋上駐

車場で「春の交通安全運動の出陣式」がありまし

た。狭山警察署、安全協会、ＲＣ等 180 名の外、

入間市長、狭山市長等の来賓を迎えての出陣式で

した。その中で狭山警察署長の挨拶が心に残りま

したので紹介いたします。 

「去年の３月１２日に福島の被災された沿岸

地域のケーキ屋さんに７０歳の方が孫の誕生日

のお祝いにケーキを注文に来ました。ケーキ屋さ

んは店舗全て流されていたが何とか作ったとの

ことでした。この孫の両親はそ

の時行方不明でしたので７０

歳の方が孫の命を守って行く

との決意をされた行動でした」。 
 

■マルチプル ポールハリスフェロー 二回目 

 平岡達也会員・繁田昌利会員 

 

■■■幹事報告        加藤国夫幹事 

1. 5 月のロータリーレート 82 円 
 

■■■新狭山ロータリークラブとバナー交換 

 
 

 今、此処にいる事の幸せを感

じております。本当にありがと

うございます。私たちの親クラ

ブですからこれからも宜しく

お願い致します。 

 

 

■■■委員長報告  

親睦委員会            宮崎正文委員長 

「酒とロータリーの講釈の集い」を 5/17 の 18:30

より武蔵クラブで行ないます。加藤幹事からの高

級なお酒もあり皆様の参加お待ちしています。 

職業奉仕委員会          西山祐三委員長 

 本日は間野製作所の工場見学を企画いたしま

したので例会後、各自にて現地に集合お願い致し

ます。 
 
＜出席報告＞       晝間和弘出席委員長 

＊ 事前欠席連絡 2名 
 

会員数 出席数 出席率 前回修正率

40 名 34 名 87.1％ 90.0％ 

第３９号 ２７０５回例会 ２０１２年 ４月 １９日（木） 

 

 

■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 

The Rotary Club of Iruma  入間ロータリークラブ  

Weekly Report

 

■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

2011-12年度RIテーマ 

■2011-2012ＲＩ会長：カルヤン・バネルジー 

■ＲＩ第2570地区ガバナー：立原 雅夫 

■会長：宮寺 成人 幹事：加藤 国夫 会報委員長：宅見 允 

■当番：宮崎 正文 

東日本大震災コーナー 

絆ＢＯＸ 本日は 8,554 円の支援がありました。 
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■■■ 間野尚会員の職場訪問 ■■■ 
 新狭山ＲＣ、秦野ＲＣからのお客様もご一緒に
通常例会後、間野製作所の工場見学。 医療機器
や、飲食店にある洗米機器を製造しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞     諸井克彦ＳＡＡ 

吉森里和様～第 3グループＩＭには石川嘉彦Ｐ

Ｇを始め多勢の方に出席頂き誠にありがとうご

ざいます。東喜代雄様、田中聡様、中村政俊様、

西澤長次様、西野隆太郎様、吉森里和様、渡辺進

様～本日は宜しくお願いします。玉木茂様～今日

もお世話になります。晝間和弘君～新狭山ＲＣの

皆様ようこそ 2/27合同メークアップ会では大変
お世話になりました。石川嘉彦君、平岡達也君、

宮寺成人君、加藤国夫君、山岸義弘君、吉永章子

君、岩崎茂君、齋藤栄作君、豊田義継君～新狭山

ＲＣの皆様ようこそいらっしゃいました。 
本日\23,000  累計\892,843 

 

■回覧、配布物 

① ガバナー月信４月号 

② バンコク国際大会ガバナーズナイトのご案内 

③ ロータリーの森奉仕活動参加のお願い 

④ ネパール奨学里親申込み確認 

⑤ 武蔵野音楽大学演奏会のお知らせ 

⑥ 4/24 入間南ＲＣとの合同夜間例会出欠表 

⑦ 他クラブ例会変更 

⑧ 5/17酒とロータリーの講釈の集い出欠表 
⑨ 38 号週報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
会報委員会（宅見・石川嘉・豊田）

ステンレス加工機械で

作成した国際ロータリー

のロゴマークをお土産で

頂戴しました。 

ステンレス製品が作られ

て行く過程を拝見して日本

の技術力の高さを「間のあ

たり」にし、とても感動し

ました。 

齋藤金作会員コラム第六回 
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＜ビジター・ゲスト＞   

ＲＩ第 2570 地区ガバナー         立原雅夫 様 

第 2570 地区第 3 ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 井花富男 様 

吉川ロータリークラブ      中村靖治 様 

 

■■■会長の時間       宮寺成人会長 

本日は南ＲＣの担当される合同例会で皆様に

お世話になります。南ＲＣ様は川柳が盛んで度々

ロータリーの友で拝見しておりました。その影響

を受けまして私が地区に出しました川柳がガバ

ナーマンスリーレター4月号に載りましたので報

告させていただきます。「例会日 女房喜ぶ 亭

主留守」南ＲＣ大野さん川柳の会の皆様ご指導あ

りがとうございました。 

また第 2770 地区のパストガバナーでありＲＩ

理事中村靖治様の卓話を楽しみにしています。本

日はよろしくお願い致します。 

 

■■■幹事報告        加藤国夫幹事 

1. 4/20 世界寺子屋運動寄付金 43,506 円 
 

＜ニコニコＢＯＸ＞     諸井克彦ＳＡＡ 

井花富男様～ＩＭ，ＧＳＥと両クラブの皆様には

大変お世話になり心より感謝申し上げます。本日

は講師の中村様のお話楽しみに聞かせて頂きま

す。又、義父杉山定太郎が皆様のお蔭で４月２２

日に１０１歳を迎える事ができました。杉山定太

郎君～１０１歳になりました。 

\13,000  累計\905,843 

 

 

 

 

 

      

 

☆会場：まるひろ・さくら草ホール  

☆点鐘：午後６時３０分 

■■■ 講 師 卓 話 ■■■ 

「よき仲間と共に」 RI 理事 2770PG 
吉川ロータリークラブ 中村靖治様 

ロータリーは 105 年を過ぎま

したが「超我の奉仕」＝「相手

の心を理解し耳を傾ける博愛

の精神」これこそロータリーの

永遠に変わらない互恵の精神

です。正にロータリーのリーダ

ーシップは縦ではなく横にあります。人間ですか

ら自分が一番可愛いが、人間一人では生きていけ

ません。其れならば週ないし月に１度、責めて年

に一度は世の為に良い事をすべきです。 
ロータリーが NPO，NGO，ライオンズ等各団体

と違うのは、「自らの職業を通して社会に貢献す

る」点です。職業奉仕の次に、心（思いやり）・

体（地域社会に貢献）・お金（ロータリー財団・

米山財団）による貢献です。 

来年 30 年ぶりに日本からＲＩ会長に就任され

る田中作次氏は丁稚奉公から会社を東証二部に

上場させた方です。八潮を世界一美しい町にとの

理想に燃え、電車に乗っていて外のごみを見つけ

た時も「今直ぐにでも拾いに行こう」と言い出す

程の奉仕の方でした。                

ロータリーの例会は出会いの場であります。良

き仲間と共に、たった１度の人生をロータリアン

として誇りを持って、お互いの人格を磨けるよう

頑張って行きましょう。 

第４０号 ２７０６回例会 ２０１２年 ４月 ２４日（火） 

 

 

■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 

The Rotary Club of Iruma  入間ロータリークラブ  

Weekly Report

 

■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

2011-12年度RIテーマ 

■2011-2012ＲＩ会長：カルヤン・バネルジー 

■ＲＩ第2570地区ガバナー：立原 雅夫 

■会長：宮寺 成人 幹事：加藤 国夫 会報委員長：宅見 允 

■当番： 
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会報委員会（宅見・石川嘉・豊田）

中村さんは私がガバナーになっ

てからの先生でした。「心のロータ

リー」を強く教えて頂きました。 

ロータリーの重鎮中村様による卓話、立原ガバナー、井花

ガバナー補佐等豪華なゲストで懇親会も大盛況でした！ 
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←会長・幹事は会場にてネクタイを購入。

        

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

＜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 

＜６月プログラム＞ 

 

＜ビジター・ゲスト＞   

入間市消防本部    消防長 橋本  賢一 様 

米山奨学生           李   宝雲 様 
 

■■■会長の時間       宮寺成人会長 

先々先週の例会は南ＲＣとの合同例会に振替

でした。また例会日の夜は現新理事会が行われ、

この理事会から吉永年度がスタートしました。2

年半前の 12 月の第一例会で会長の指名を受けた

吉永会員が昨年の 12 月の第一例会では新役員の

承認を得ました。今年 3月には会長になるための

研修会である「ペッツ」に出席しＲＩ会長田中作

治様の方針、国際ＲＣ2570 地区のガバナー鈴木

様の方針等の研修を受けました。そして 4 月 22

日は吉永年度の役員理事等の参加する地区協議

会が行われました。午前中はガバナー方針があり、

午後は分科会が行われました。この流れの中で第

1 回目の理事会が先月 26 日に行われ実質新年度

がスタートしました。今後とも現在の執行部、来

年度も含めてご協力をお願いします。 

 5 月 5 日から 9日迄、バンコクの年次大会に会

長・幹事、平岡会員、関根会員、滝沢会員、繁田

光会員の 6人で参加して来ました。第一回本会議

に出席し会員の多さに圧倒されながら雰囲気を

味わい、友愛の家のブースに米山記念奨学会を探

し記念写真に収めました。500 枚からの写真を幹

事が重いカメラで写して下さいました。同行頂い

た 5人の会員に心より感謝申し上げます。 
 

RRII 国国際際大大会会ババンンココククでで開開催催   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 当番 内 容 

7 日 忽滑谷 
第 6回クラブ協議会 

各小委員長事業報告      

14 日 新井 五大奉仕委員長事業報告 

21 日 荒井 会長・幹事・ＳＡＡ挨拶 

28 日  最終例会（夜間例会） 

第４１号 ２７０8回例会 ２０１２年 ５月 １０日（木） 

 

 

■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 

The Rotary Club of Iruma  入間ロータリークラブ  

Weekly Report

 

■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

2011-12年度RIテーマ 

■2011-2012ＲＩ会長：カルヤン・バネルジー 

■ＲＩ第2570地区ガバナー：立原 雅夫 

■会長：宮寺 成人 幹事：加藤 国夫 会報委員長：宅見 允 

■当番：山岸 義弘 

東日本大震災コーナー 

絆ＢＯＸ 本日は 48,706 円の支援がありました。

タイ王室の王女殿下を迎え、盛大なエンターテイ

メントが行われる中、ロータリアンがこれまでの活

動の成果を祝い、互いの親睦を深めました。 
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■■■幹事報告        加藤国夫幹事 

第 11 回理事会報告  ＜協議事項＞ 
1.6 月プログラム 最終例会 6/28 日（うかい鳥山） 

2.夏季例会出席の服装（5～9月はクールビーズ）

3.繁田昌利会員出席免除申請の件 

（定款第 9条第 3節 b 規定による） 

4.入間市観光協会年会費 10.00 円 

 国際交流協会年会費   5.000 円  

＜報告事項＞ 

① 5/12(土）「Rの森」奉仕活動   

  
 

 

 

 
 

5/15(火）第 2回社会奉仕部門セミナー 

5/22(火）4クラブ合同懇親会 

5/26(土）RLI パート 3  

6/6（水）第 3G 第 8回（新・旧）会長幹事会 

② 5/8（火）入間市民憲章推進協議会総会 
5/9（水）入間市観光協会総会 

 5/19(土)入間市環境まちづくり会議総会 

5/22(火）入間市商工会第 52 回通常総代会 

5/25(金）入間市社会福祉協議会評議委員会   

■■■委員長報告  

親睦委員会            宮崎正文委員長 

「酒とロータリーの講釈の集い」を来週の午後６

時半より武蔵クラブで行ないます。 

プログラム委員会       忽滑谷明委員長 

表記の通り 6月プログラムのご案内をします。 

ロータリ美術館委員会    齋藤金作委員長 

 来週の卓話の時間に写真展を開催して楽しい

時間を持ちたいと思います。ご協力お願いします。 

世界社会奉仕委員会        新井格委員 

 再来週もう一度、メニュー内容を変えて飢餓ラ

ンチを予定しております。 

◆吉永章子エレクト 

5/11第１回クラブ協議会が武蔵クラブで開催い

たしますので、該当される方はご出席お願いしま

す。又、意識調査のアンケートの纏めをお配りし

ましたので、お目通し下さい。 

◆杉山定太郎会員 

  

 

 

 

 

 

5/5 に抽選に当たり 

スカイツリーに行ってき 

ました。頑丈な立派なも 

のだと感心いたしました。 

■■■ 講 師 卓 話 ■■■ 
入間市消防本部   消防長 橋本 賢一 様 

埼玉県消防広域化第４ブロッ

ク協議会において1年 8ヵ月に亘

り検討した結果、平成 25 年 4 月 1

日に管轄人口 79 万人、全国 18 番

目、県内ではさいたま市消防局に

ついで 2番目の規模となる「埼玉

西部消防局」 (所沢市、飯能市、狭山市、入間市、

日高市)が誕生します。 

消防広域化によって期待できるメリットとし

ては、 住民サービスの向上→初動体制の強化・
統一的な指揮の下での効率的な部隊運用。消防に

関する財政基盤の確立と行財政運営の効率化に

より職員の適正配置・専任化、業務の高度化、重

複投資の回避。又、消防体制の基盤の強化で、高

度資機材の整備・職員ローテーションの活性化 

職員教育の充実等が計れます。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

＜出席報告＞       晝間和弘出席委員長 

＊ 事前欠席連絡 3名 
 

＜ニコニコＢＯＸ＞     諸井克彦ＳＡＡ 

平岡達也君～会長はじめ６人でタイ、バンコクで

開催された国際年次大会に行ってきました。同行

して頂いた皆様には大変お世話になりました。友

野政彦君～間野会員、職場見学では大変お世話に

なりました。滝沢文夫君～5/5～5/9 バンコクで

の国際大会に出席して勉強してきました。宮寺成

人君、加藤国夫君、関谷永久君、宮崎正文君～橋

本消防長様ようこそ、本日は宜しくお願いします。 
本日\33,000  累計\938,843 

■回覧、配布物 

① 入間ＲＣアンケート纏め回答 

② 地区協議会プログラム公式訪問日程記載洩れ 

③ 川越ＲＣ６０周年記念ＤＶＤ作成のお知らせ 

④ 5/13 武蔵野音楽大学バッハザール 

⑤ 佐渡のパワースポットツアー案内 

⑥ 国際親善奨学生・工藤聖彦様からのお便り 

⑦ 来年度国際大会リスボン：平和の港 

⑧ 加藤幹事撮影によるタイ国際大会写真 

⑨ 他クラブ週報＆例会変更 

⑩ 5/17酒とロータリーの講釈の集い出欠表 
⑪ 東京スカイツリータウンプレス 
⑫ 訃報 狭山中央 RC・山内明善様 
⑬ 39,40 号週報 

会員数 出席数 出席率 前回修正率

40 名 32 名 84.2％ 87.1％ 

会報委員会（宅見・石川嘉・豊田）
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＜ビジター・ゲスト＞   

入間南ロータリークラブ    不破 隆夫 様 

 
 

■■■会長の時間       宮寺成人会長 

このところロータリーの活躍が目覚ましく、先

週11日が来年度の第1回クラブ協議会が行われ、

翌 12 日の土曜日が「ロータリーの森」の奉仕活

動でした。1995 年から 1996 年度に秩父の羊山公

園内に水と酸素を生む 「ロータリーの森」を造

成し各クラブの樹木を植栽しました。この維持管

理のための活動であります。 

14 日の月曜日はクラブ奉仕委員会の家庭集会

が行われ、来年度の事業計画が発表されました。

15 日は地区の第 2 回社会奉仕部門セミナ―が航

空自衛隊入間基地の協力を得て、基地内の見学・

講演が行われました。豊田会員が入間基地雇用促

進協議会の会長であり場所の設営等設定をされ

ガバナーの前に御挨拶されておりました。 

今日は写真展をロータリー美術館が行い、入間

南ロータリークラブのプロ級のカメラマンであ

る不破様がメーキャップをして下さり華を添え

て頂きました。又、午後六時半から武蔵クラブで

珍しいお酒を飲む会が開かれます。多くの会員の

ロータリーに関する活動に感謝申し上げます。 

 

■■■幹事報告        加藤国夫幹事 

1 5 月 12 日（土）「ロータリーの森」の奉仕活

動「秩父市羊山公園内」に参加。 

2 訃報 

 入間南クラブ 土屋武義会員のご母堂様（享年

103 歳）ご逝去 ご冥福を申し上げます。 
 

■■■委員長報告  

親睦活動委員会          晝間和弘委員 

最終例会の出席是非宜しくお願い致します。 

雑誌委員会             関根靖郎委員 

ロータリーの友 5月号横組み 1頁「ＲＩ会長の

メッセージ」6～10 頁「職業奉仕を語る」30～31

頁「よねやまだより」38～44 頁「ロータリアン

のための水と衛生入門」。縦組み 2～6頁「日米文

化交流を支える相互理解」14～16 頁「バナー自

慢で飯能ＲＣ」19 頁ロータリーアットワーク,20

頁「女性会員がママに」を是非ご覧下さい。 

社会奉仕委員会        齋藤栄作委員長 

 5/11 から次年度が動き始めました。18 日に社

会奉仕委員会、21 日に国際奉仕・新世代・職業

奉仕委員会が予定されています。積極的に参加さ

れ年度計画書を皆さんの意見を持って作成でき

ます様ご協力宜しくお願い致します。
   

＜出席報告＞       晝間和弘出席委員長 

＊ 事前欠席連絡 5名 
 

＜ニコニコＢＯＸ＞     諸井克彦ＳＡＡ 

宮寺成人君、加藤国夫君～不破様今日は写真あり

がとうございます。加藤国夫君、諸井克彦君～忽

滑谷さん写真ありがとう。岩崎茂君～写真展に

「番外出展」の短歌と絵を出させて頂きました。

友野政彦君～早退します。 
本日\7,000  累計\945,843 

 

■回覧、配布物 

① ロータリーの友５月号 

② いるま環境フェア＆実行委員会協賛金御礼 

③ ハイライトよねやま１４６ 

④ 入間市民憲章推進協議会総会会議資料 

⑤ 6/28最終例会＜うかい鳥山＞出欠表 
⑥ 他クラブ週報   ⑦41 号週報 

会員数 出席数 出席率 前回修正率

40 名 30 名 76.9％ 75.0％ 

第４2号 ２７０9回例会 ２０１２年 ５月 １7日（木） 

 

 

■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 

The Rotary Club of Iruma  入間ロータリークラブ  

Weekly Report

 

■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

2011-12年度RIテーマ 

■2011-2012ＲＩ会長：カルヤン・バネルジー 

■ＲＩ第2570地区ガバナー：立原 雅夫 

■会長：宮寺 成人 幹事：加藤 国夫 会報委員長：宅見 允 

■当番：晝間 和弘 

東日本大震災コーナー 

ロータリーの友５月号に「ロータリー多岐にわたる

活動」が載っております。 
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会報委員会（宅見・石川嘉・豊田）

↓大野会員の奥さま(喜久代様) 

が撮られた「神楽」 

プロ級の写真家でもある入間南ＲＣの不破様もお越し頂き楽しい

時間を過ごされました。 

夕
刻
よ
り
武
蔵
ク
ラ
ブ
に
て 

﹁
酒
と
ロ
ー
タ
リ
ー
の
講
釈
の
集
い
﹂ 

↑額無しの写真はパソコンで鑑賞（大昔の

写真やペットの写真など出品者が説明をされ

大変興味深く拝見しました）。 

写 真 展 開 催     ロータリー美術館企画 

不破様に提供頂いた「神楽」と「イカ干し」 
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■■■会長の時間       宮寺成人会長 

一昨日は4クラブ合同懇親会の3回目が行われ

ました。入間南ＲＣ,入間ライオンズクラブ、入

間青年会議所と入間ＲＣの会長、監事と事務局が

懇親を深めて情報交換をする会です。 

ライオンズクラブは幹事の石田さんが石巻の

ライオンズクラブの方と懇意にされクラブを挙

げて何回か石巻に行ったそうです。向こうの状況

を見てほしいと言われたとの事でした。 

青年会議所は腕白相撲大会、万燈まつりに向け

て各委員会が毎週集まり準備で大忙しだそうで

す。例会は月 1回で対外的なものとして、内部の

活動は委員会が随時行っているようです。 

入間南ＲＣは会員増強に力を入れ５人の増加

となり、今は気が抜けて川柳の会で楽しんでいる

と鈴木会長が話されました。又、当日は土屋会員

のお母様の通夜で、監事と事務局は不参加でした。 

入間ＲＣは各委員長が委員会目的をそれぞれ

遂行していてくれるので私は安心して会長の時

間の原稿作成で 11 カ月過ぎたような気がしてい

ますと報告しました。東北大震災関係の奉仕活動

は石巻の社会福祉協議会に必要なものを聞いて

タイムリーに贈ることを行っていると話しまし

た。奉仕活動はどの方法を選択しても全てよい活

動だということを改めて感じた次第です。 

先週の写真例会は多くの方々の協力で盛り沢

山の写真が集まり 45 分でも時間が足りない位で

した。齋藤美術館長も大変張り切って進行してい

ただきお疲れになられたのではないでしょうか。

夜の武蔵クラブでの「お酒の会」では幹事がバン

コクでの国際大会の写真 500 枚をプロジェクタ

ーで映して頂き、懐かしく思い出しました。 

12 名のご参加ありがとうございました。 

■■■幹事報告        加藤国夫幹事 

1. 本日昼食は飢餓ランチです。 
2. 第 18 回腕白相撲入間大会 

6/10 8:40～16:00   

会場:入間市民体育館 

■■■委員長報告  

プログラム委員会       忽滑谷明委員長 

ご報告が遅れましたが、来週の例会は大野松茂

元内閣官房副長官に卓話をお願いいたしました。 

ロータリー美術館委員会     齋藤金作委員長 

 先週は大勢の参加を頂き盛況の内に終わる事

ができました。ご協力ありがとうございました。  
職業分類委員会         大野賢次委員長 

 平岡達也会員の職業分類変更をご連絡します。 
分類・繊維→不動産業 ニット業→不動産賃貸 
 

＜ニコニコＢＯＸ＞     諸井克彦ＳＡＡ 

友野政彦君～日曜日に軽井沢にて初めてハーフ

マラソンに出場し、目標タイムで完走しました。 
本日\2,000  累計\947,843 

 

＜出席報告＞       晝間和弘出席委員長 

＊ 事前欠席連絡 2名 
■回覧、配布物 

① 第 18 回腕白相撲入間大会ご協賛のお願い 

② 宮寺年度最終例会出欠表 

③ 他クラブ例会変更 

④ 42 号週報 

⑤ 小国ＲＣバナー 

 

 

 

 

 

 

会員数 出席数 出席率 前回修正率

40 名 28 名 71.7％ 94.7％ 

第４３号 ２７１０回例会 ２０１２年 ５月 ２４日（木） 

 

 

■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 

The Rotary Club of Iruma  入間ロータリークラブ  

Weekly Report

 

■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

2011-12年度RIテーマ 

■2011-2012ＲＩ会長：カルヤン・バネルジー 

■ＲＩ第2570地区ガバナー：立原 雅夫 

■会長：宮寺 成人 幹事：加藤 国夫 会報委員長：宅見 允 

■当番：吉沢 誠十 

東日本大震災コーナー 

絆ＢＯＸ 本日は 10,005 円の支援がありました。

山形・小国ＲＣの 

会員方々 バンコクで開催された国際大会会場にて
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 ■■■会 員 卓 話■■■ 

「未来の夢計画」   細淵克則会員 

 Ｒ財団には３種類の

寄付が有ります。①使途

指定基金（寄付）、有る

目的の為にだけ使用す

る寄付で、ポリオ撲滅の

ために集められていま

す。ゲイツ財団は総額 3

億 550 万ドルを提供し、

ロータリ－も 2億ドルを 2012 年 6 月まで

に寄付しなければなりません。今年の 1

月 17 日時点で 2億 260 万ドル集まってい

ます。②恒久基金（寄付）集めたお金は使

用せず、投資収益のみ WF（国際財団活動

資金）と DDF(地区財団活動資金)に 2年後

に戻します。③年次プログラム基金（寄付）

２年間投資運用し、50％ずつ FW と DDF に

戻します。（運用益は財団の経費として利 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

齋藤金作会員コラム第八回 

用されます）R 財団は基金の入金と出金を管理している組織になります。1917 年ア-チ C・クランフ

（第 6代 RI 会長）により創設され、1928 年のミネアポリス国際大会でこの基金は R財団と名づけら

れました。信託組織か税制面の優遇措置を与える為に「OneRotary」（ワンロ－タリ－）と呼ばれてい

ます。財団のプログラムは大きく 2種類に分かれます。教育的プログラムには、1、世界平和フェロ

－シップ･･･「紛争の解決と平和に於ける国際問題の研究」の為の世界平和奨学金です。日本では国

際基督大学）で研究をします。日本から金子由香さんが派遣されています。2、国際親善奨学生･･･

名の通り海外で勉強する為の制度です。今年度は 3名の奨学生、田邊信(カナダ)望月理沙(イギリス)

工藤聖彦(ドイツ)が学問の研究取組んでいます。今年の 8月に派遣予定の 3人も最終のオリエンテ－

ションを残すだけです。3、GSE（職業研修チ－ム交換）･･･専門的職業を国際的に研究する為の制度

で、お互いの国同志で研修し合います。日本からは昨年 3月に派遣が終わり、今年の 4月には相手側

チ－ム（オ－ストラリア）の受入れも終わり無事終了しました。もう一つは人道的プログラムです。

1、3-H プログラム･･･飢餓、貧困、保健を問題としてクラブや地区では扱い切れない大きな国際的規

模プロジェクトを対象。ポリオプラスも此処から始まりました。2、マッチング・グラント･･･国際的

な人道的プログラムに対する補助金です。外国のクラブとのマッチングで、DDF から同額の補助金が

また WF からも補助金を支援できます。当クラブでも金浦 RC と行ないました。昨年の東日本大震災で

は、多くの国と地区から、マッチングの援助が有りました。3、地区補助金･･･これは DDF の 20％が

上限で当地区では、2000 ドルまでが補助金の申請が出来ます。山岸年度には LED の防犯灯、宮寺年

度にはアリットの月桂冠苗木植栽事業で補助金を貰いました。 

「未来の夢計画」 

1965 年～2000 年までの 35 年間で 1万件のマッチング・グランドが実施されました。2000 年～2004

年までの 5年間で 1万件のマッチング・グランドが実施され数字の上で飛躍的に増え、プログラムも

当時 14 種類有りました。しかし効果的に寄付金を使う為に財団のプログラムを見なおす必要が生じ

ました、単なる援助でなく持続性という観点が必要なり、小さな事業を数多く実施するより、大きな

事業に力を入れる方が、費用効果が高いと考えられました。 

使命：「ロ－タリアンが、人々の健康状態を改善し、教育への支援を高め貧困を救済する事を通じ

て世界理解、親善、平和を達成出来る様にする事」 

標語：「世界で良いことをしょう」 

夢計画で大きく変わるのは、シェアシステムです。WF は今まで通り 50％ですが、地区活動資金が、

グロ－バル補助金（今迄の DDF の 50%以上）新地区補助金(今迄の DDF の 50％以下)の 2種類に分類。

つまり自由に使用できる金額が最大で 25％です。グロ－バル補助金を使用する場合は、六の重点分

野に限ります。現実的には国際奨学金などが従来の半分になりました。補助金も R財団日本事務局か

ら制約を受けませんが、予算はかなりの減額が予想されます。反対にマッチング・グランドは数年続

くプロジェクト等であり金額面のクラブの負担もかなり大きくなると思います。「未来の夢計画」は

R 財団委員会でも検討中ですので、方針や方向が見えて来た時点で皆さんにお伝えしたいと思いま

す。 
会報委員会（宅見・石川嘉・豊田）
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＜ビジター・ゲスト＞  
元内閣官房副長官          大野 松茂 様 

 

■■■会長の時間       宮寺成人会長 

本日の卓話者であります大野松茂先生は、私が

税理士会の役員を 12 年間しておりました時に税

理士会に対し国政報告会を 10 回ほど行っていた

だきました。その第 1回目から出席をしましたの

で、国政に関するお話の内容が回を追うごとに深

く、広くなることを感じ大変興味を持ったことを

覚えております。今日はよろしくお願いします。 

先週の土曜日 26 日の 3 時から航空自衛隊入間

基地の後援会である入間航友会 50 周年記念事業

に出席をしてきました。産業文化センターの 1階

大ホールで行われ 50 年という長い歴史を話され

ておりました。 

また来月 6 月 17 日（日）は産業文化センター

で第 1回いるま環境フェアが行われます。内容は

環境保全活動に関する展示・報告会、体験ゲーム

コーナー、模擬店各種があります。午前中に講演

が「放射能、そのあらましと期待される再生エネ

ルギー」のテーマで行われ、午後は庄野真代さん

のトーク＆ライブがあります。入間ＲＣも協賛を

しましたのでどうぞご参加お願いします。 

 

■ロータリーリーダシップ研究会終了証明書 

 研修（パート 3）終了証明書授与 
・平岡達也会員・吉永章子会員・加藤国夫会員 

 

■■■幹事報告        加藤国夫幹事 

1. ６月ＲＩレート ８０円 

2. 事業費の残高が少ない方はお早めに入金お願

いします。(ご不明な方は事務局まで) 

＜ニコニコＢＯＸ＞     諸井克彦ＳＡＡ 

大野松茂様～本日は宜しくお願い致します。宮寺

成人君、加藤国夫君～大野様今日は卓話よろしく

お願いします。石川嘉彦君、平岡達也君、忽滑谷

明君～大野先生、卓話よろしくお願いします・加

藤さん沢山の写真ありがとう。宮寺成人君、関根

靖郎君、細淵克則君、滝沢文夫君、宮崎正文君～

加藤さん写真ありがとうございます。 
本日\12,000  累計\959,843 

 

 

＜出席報告＞       晝間和弘出席委員長 

＊ 事前欠席連絡 5名 
 

■回覧、配布物 

① ガバナー月信５月号 

② 茶の香めーる Vol.４４ 

③ 入間市観光協会総会資料 

④ 6/17 第１回いるま環境フェア案内 

⑤ 大野松茂様卓話資料 

⑥ 宮寺年度最終例会出欠表 

⑦ 他クラブ週報＆例会変更 

⑧ 43 号週報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員数 出席数 出席率 前回修正率

40 名 28 名 71.7％ 89.7％ 

第４４号 ２７１１回例会 ２０１２年 ５月 ３１日（木） 

 

 

■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 

The Rotary Club of Iruma  入間ロータリークラブ  

Weekly Report

 

■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

2011-12年度RIテーマ 

■2011-2012ＲＩ会長：カルヤン・バネルジー 

■ＲＩ第2570地区ガバナー：立原 雅夫 

■会長：宮寺 成人 幹事：加藤 国夫 会報委員長：宅見 允 

■当番：森田 英郎 

東日本大震災コーナー 

絆ＢＯＸ 本日は 3,153 円の支援がありました。 
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■■■ 講 師 卓 話 ■■■ 
 

「座右の銘」 
（67代内閣総理大臣福田赳夫閣僚元内閣官房副長官） 大野 松茂 様

 
私の座右の銘は「爾俸爾禄 民膏民脂 下民易虐 上天難

欺」（なんじの俸(ほう)、なんじの禄(ろく)は、民(たみ)の膏(こ

う)、民(たみ)の脂(し) なり。下民(かみん)は虐げ易(しいた

げやす)きも、上天(じょうてん)は欺き難(あざむきがた)し）

です。これは二百数十年前、二本松城主・丹羽高寛公 が武士

の戒めとした「戒石銘」です。 
 

その意味は「お前（武士）の俸禄は人々の汗とあぶ

らの結晶だ。人々のご苦労に感謝し、いたわらねばな

らない。この気持ちを忘れて弱い人々を虐げたりする

と、きっと天罰が下る」というものです。私は狭山市

長時代（1986 年～94 年）に二本松市長より頂いた拓

本を庁議室に掲げ、部課長に賞与を渡す際に朗読し

て、公務員の自覚を新たにしてもらっていました。こ

の言葉の持つ意味は今もなお生きており、私自身も心

すべきことと思っています。 

 最後に今の時代には経験も大事ですが、経験と合わせて歴史を学ぶべきだと思ってい

ます。文春文庫から出ている吉村昭氏の「三陸海岸大津波」を読みますと、何故三たび・

四たび起きたあの津波に人人は学ばなかったのかが描かれています。「愚者は経験に学

び（自分の経験でしか物事の判断が出来ない）、賢者は歴史に学ぶ。（先人達の教えに学

ぶ）」正に至言だなーと思います。 

齋藤金作会員コラム第九回 

会報委員会（宅見・石川嘉・豊田）
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＜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＞   

秦野ロータリクラブ       玉木 茂 様 

米山奨学生           李   宝雲 様 
 

■■■会長の時間       宮寺成人会長 

この数年の間、出席委員会がメーキャップを事

業計画に入れて実行されました。その成果の一つ

で今年親クラブの大宮 RC の会長幹事がメーキャ

ップに来られ年度計画書を下さいました。予算を

見ますと 2000 万円で組んでいます。入間 RC が

1100 万円ですから約 2 倍です。会員は昨年のス

タート時点で52人であり42人の我々と倍の違い

はありません。そうしますと違いは会費であり、

年会費 36 万円により予算規模が我々より大きく

なっています。入間 RC での特別会計の支出、事

業費からの引落額も予算化されているのも会費

が多い理由のようです。会員の年齢別は、30 歳

代が 2 人、40 歳代が 13 人、50 歳代が 16 人、60

歳代が 15 人、70 歳代以降が 7 人であり入間 RC

は 40 歳代からほぼ 10 人ずつの構成です。ロータ

リー歴は 5 年未満が 19 人と特徴的で、5 年から

10 年が 11 人、10 年以上 20 年未満が 10 人、20

年以上 30 年未満が 10 人、30 年以上が 3人です。 

委員会組織は会員増強委員会、クラブ広報委員

会、クラブ管理運営委員会、奉仕プロジェクト委

員会、財団委員会、新是代奉仕委員会の 6委員会

です。この中に小委員会が 15 あります。職業分

類を見ますと大企業の支社等が 8 件あり税理士

が 4件で目立つところです。我々と同じように会

員増強ではご苦労なさっているようです。 

 

■■■幹事報告        加藤国夫幹事 

第 12 回理事会報告   
＜協議事項＞ 

1. 入間南 RC との合同例会会計            

2 会員退会の件 石川三治会員退会届提出  

3 入間社会福祉協議会会費納入の件 5.000 円     

4 次年度 RI 会長田中作治氏応援事項         

＜報告事項＞ 

① 6/10（日）米山学友総会＆新奨学生歓迎会 
6/16（土）2011～12 年度地区役員 

クラブ会長・幹事合同会議  

② 6/10（日）わんぱく相撲入間大会  
アイバンク協会第 23 回総会 

 7/12（木）地域交流研修会 

 

■■■委員長報告  

親睦委員会            宮崎正文委員長 

最終例会は今現在 45 名の参加です。送迎バス

の詳しい時間は後ほど、ご連絡いたします。 

雑誌委員会             関根靖郎委員 

ロータリーの友6月号縦組み7頁に飯能ＲＣの

中里昌平様が載っております。中里さんは頭も良

く、苦労して織物会社を大きくなさった方です。

最近ではスカイツリーの制服服地作りもされた

大変に素晴らしい方ですので是非お読み下さい。 

社会奉仕委員会        齋藤栄作委員長 

 7/12 に次年度の第二回クラブ協議会を開催し

ますが、其れまでに各委員長さんは家庭集会を開

いて頂きますよう、宜しくお願い致します。 

第４５号 ２７１２回例会 ２０１２年 ６月  ７日（木） 

 

 

■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 

The Rotary Club of Iruma  入間ロータリークラブ  

Weekly Report

 

■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

2011-12年度RIテーマ 

■2011-2012ＲＩ会長：カルヤン・バネルジー 

■ＲＩ第2570地区ガバナー：立原 雅夫 

■会長：宮寺 成人 幹事：加藤 国夫 会報委員長：宅見 允 

■当番：忽滑谷 明 

東日本大震災コーナー 

絆ＢＯＸへの今迄の支援金は 

103,799 円になっています。 
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■■■第６回クラブ協議会■■■

◆吉永章子エレクト 

 6/2 東松山の紫雲閣にて会員増強セミナーが
開催され次年度クラブ奉仕の加藤委員長と参加

しました。会員増強は 1905 年ロータリー創立後

16 年目には増強の必要性が唱えられ変化する時

代と共に終わりなき課題です。何故必要か？RI、

クラブの将来と会員基盤を維持、増加させる為で

す。若手指導者を育成して円滑なクラブ運営が出

来る様にし、地元地域への奉仕活動が行えるよう

でなければロータリーの広報にもならず増強も

出来ません。率先垂範あるのみと感じました。８

月の増強月間に向けて近く家庭集会を開きます。 

 

＜出席報告＞       晝間和弘出席委員長 

＊ 事前欠席連絡 3名 
 

 

■職業分類委員会      大野賢次委員長 

職業分類はロータリーの基本でありますが、会

員増強が大事だと強く感じました。 

■会員選考委員会      森田英郎委員長 

 新年度に期待をして皆さんで会員増強に邁進

いたしましょう。 

■会員増強委員会      吉沢誠十委員長 

今年は力不足で申し訳有りませんでした。急が

ずに長い目でみて先日例会に来て下さった方が

入会して頂ければと思います。 

■ロータリー情報委員会     岩崎茂委員長 

 1回目の研修内容を一冊の教材に纏めメンバー

会員に配布する事が出来ました。又、２回目は新

しい研修の型(RLI)を採用して参加者全員の活発

な発言で有意義な研修となりました。 

■出席委員会        晝間和弘委員長 

最終例会にて出席率優秀会員の表彰を行なう

予定です。ホーム 100%2 名・修正 100%15 名 

■会報委員会         宅見允委員長 

お蔭様で夜間例会の合併号も含め全ての例会

報告が出来、皆様方のご協力に感謝申し上げます。

次の吉永年度も続投することになりますが、ご要

望ご批判が沢山あろうかと思います。来期も何卒

ご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。 

■親睦活動委員会      宮崎正文委員長 

活動計画の通り開催でき、特に親睦旅行は大成

功のうちに終わりました。残る行事としての「最

終例会」はうかい鳥山で行ないますので、皆様ご

一緒に楽しみましょう。 

■プログラム委員会     忽滑谷明委員長 

会員卓話や月間月には、色々な方々からの卓話

をご協力頂きながらプログラムに取り入れる事

ができました。又、今年度の予算は 35 万円でし

たが、現在のところ 20 万円の実施額です。 

■広報委員会         繁田光委員長 

ロータリアン向けになりがちなクラブのＨＰを 

＜ニコニコＢＯＸ＞     諸井克彦ＳＡＡ 

玉木茂様～お世話になります。間野さん記念品あ

りがとうございます。宮寺成人君、加藤国夫君～

玉木様ようこそいらっしゃいました。関根靖郎君、

忽滑谷明君～早退いたします。 
本日\34,000  累計\993,843 

 

■回覧、配布物 

① ロータリーの友６月号 

② ＲＩ日本事務局財団室ＮＥＷＳ５月号 

③ 2011～2012 年例会プログラム一覧表 

④ 入間南ＲＣ・不破様からのお礼状 

⑤ 他クラブ週報＆例会変更 

⑥ 宮寺年度最終例会出欠表 

⑦ 44 号週報 
 

 

 

「金星の日面通過」 

 
 

一般の人達が見てロータリーの活動内容が見易

くなる様になったと思います。報道関係でのロー

タリー活動ＰＲは機会が無く出来ませんでした

ので次年度の方にお願いいたします。 

■ロータリー美術館     齋藤金作委員長 

計画は滞りなく終わる事ができ、ご協力ありが

とうございました。最後の写真展では全ての方に

発言して頂き嬉しい限りです。 

■地域発展委員会       大塚拓委員長 

ロータリーとして単年度では地域発展に貢献

できないのではないかと考えまして、次年度は社

会奉仕全体の枠組みの中でと思い、今月中に次年

度との合同家庭集会を開く予定にしております。 

■環境保全委員会       間野尚委員長 

入間市ゴミ減量化推進協力会、入間市環境まち

づくり、ロータリーの森保全活動の参加には皆様

のご協力いただきありがとうございました。 
■世界社会奉仕委員会     新井格委員長 

 書損じ葉書のご協力、飢餓ランチの実施、ネパ

ールの奨学支援には皆様から多額のご寄付を頂

いております。一年間ご協力ありがとうございま

した。 

■米山奨学委員会      粕谷康彦委員長 

 米山奨学会は皆様のご寄付で成り立っており
ます。今年度は目標も達成でき、ご協力ありがと

うございました。今日ご出席の李さんはこの九月

で卒業となりますが、奨学生として自立でき、日

本を良く理解する事ができたと仰っていました。 
 

■最後に杉山会員の健康法をお聞きしました。 

1.食べ物 2.運動 3.趣味が必要で、私は栄養の

バランスを考え、室内に自転車を置き一日に 150

回くらい踏み運動をし、唄が大好きで民謡や流行

歌を暗記して暇があれば唄っている。現在百一歳

であるがこれから十年くらい生きるつもりです。 

 

会員数 出席数 出席率 前回修正率

40 名 32 名 84.2％ 87.1％ 

会報委員会（宅見・石川嘉・豊田）
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■■■会長の時間       宮寺成人会長 

4月の例会では間野製作所会員の工場見学に行

きました。新しい工場内には機械が整然と一直線

に並び20代から30代のスタッフがきびきびと作

業されていました。 

機械はＮＣ付きのコンピューターで制御され、

熟練の技能が求められるものでした。アメリカで

販売されている移動式レントゲン装置やステン

レス製のぴかぴかの洗米機も製造されゴルフ場、

外食チェーン等に販売しているとのことでした。

お土産には全員にロータリーのロゴマークがプ

レゼントされました。ロータリーマークは複雑な

ため、レーザー加工機を使い 3ミリのステンレス

板を加工し、最新鋭の技術を見せていただき大変

勉強になりました。新狭山ＲＣからメーキャップ

され同行されたた会員の方々にも喜ばれました。 

来年度ＲＩ会長田中作治氏を応援することを6

月の理事会で決定しました。応援の仕方は幾つも

ありますが、2013 年 6 月の国際大会についての

文章の一部を紹介させて頂きます。「初めての国

際大会にはロータリークラブの一会員として出

席しこの時、初めて真のロータリアンになったと

実感しました。シカゴでの感動は、現在も私の心

に焼き付いています。毎年、世界のさまざまな場

所で開かれる国際大会に出席し、素晴らしい経験

を楽しんでいます。2013 年 6 月 23 日から 26 日

迄ポルトガルのリスボンにて、第 104 回国際大会

が開催されます。・・・」この文章からロータリ

ーは世界に繋がっている事を強く感じました。 

 

 

■■■幹事報告        加藤国夫幹事 

1. 地区社会奉仕部門委員会から活動ＣＤが配ら

れましたので、家庭集会時にでもご覧下さい。     

 

■■■委員長報告  

親睦委員会            宮崎正文委員長 

最終例会は今現在 47 名参加です。送迎バスの

集合時間･場所は後日ＦＡＸ致します。 

社会奉仕委員会        齋藤栄作委員長 

 入間環境フェアーに協賛しております。お配り

したパンフレットをご覧下さい。今週の日曜日に

産業文化センターにて放射能についての講演や

庄野真代さんのトーク＆ライブが行なわれます

のでお越し頂ければと思います。 

 

＜出席報告＞       晝間和弘出席委員長 

＊ 事前欠席連絡 7名 
■(祝)齋藤金作会員 50 年間 100% 達成！ 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞    細淵克則副ＳＡＡ 

細淵克則君～ニコニコＢＯＸ責任とりました。 
本日\1,000  累計\994,843 

 

■回覧、配布物 

① 4/24 入間南 RC との合同例会会計報告書    

② ハイライトよねやま 147 

③ 入間市社会福祉協議会加入のお礼 

④ RI2570 地区ロータリー・ショーケースのご案内 

⑤ 次年度クラブ奉仕部門・会員増強委員会出席御礼 

⑥ 第 1回いるま環境フェアーのご案内 

⑦ 他クラブ週報 

⑧ 宮寺年度最終例会出欠表 

⑨ 45 号週報 

 

 

会員数 出席数 出席率 前回修正率

39 名 25 名 65.7％ 84.6％ 

第４６号 ２７１３回例会 ２０１２年 ６月 １４日（木） 

 

 

■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 

The Rotary Club of Iruma  入間ロータリークラブ  

Weekly Report

 

■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

2011-12年度RIテーマ 

■2011-2012ＲＩ会長：カルヤン・バネルジー 

■ＲＩ第2570地区ガバナー：立原 雅夫 

■会長：宮寺 成人 幹事：加藤 国夫 会報委員長：宅見 允 

■当番：新井 格 

東日本大震災コーナー 

絆ＢＯＸには昨年の 12/8 から累計で

229,963 円の支援金が集まっております。 
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■クラブ奉仕委員会     友野政彦委員長 

先週既に各小委員長さんの

報告がありましたが、おかげさ

まで充実した一年間であった

と思います。皆様の努力に感謝

いたします。心残りといえば、

クラブのＨＰ等で一般の方を

対象とする広報活動を行い、更には入会候補者を

例会にお招きしましたが、今のところ増強には至

ってないことです。今後に期待したいところです。

また大震災からの復興支援は今後とも継続して

行っていく事業だと考えております。 

一年間ありがとうございます。 

■職業奉仕委員会      西山祐三委員長 

昨年 4 月に行なわれました

地区協議会「職業奉仕部門研修

会」において、地区職業奉仕委

員長の田代様は、職業奉仕とは

企業を永く継続させる事とお

話をなさっていましたが、昨今

の世の中で企業を継続するこ

とは難しくなっており、より一層の努力が必要で

あると認識致しました。8月に行なわれた、職業

奉仕部門第 1回セミナーにおいて、冊子「我等の

生業」の発行にあたり投稿の依頼があり、今回は

残念ながら当クラブからの投稿は無く、次年度も

計画がある様ですので是非お願いしたいと思い

ます。 

年度計画の 1 つ、「会員企業等を訪問視察し、

事業の取り組みについて認識を深める」これにつ

いては、間野会員の間野製作所さんを 4月に工場

見学を致しました。急な依頼にも関わらず快く引

き受けて頂き感謝しております。2つ目は、四つ

のテストの唱和、これについては、第 3例会の際、

唱和を行なった。４つの活動計画中２つのみ実行

となりました。1年間ご協力有難うございました。 

■社会奉仕委員会      齋藤栄作委員長 

会員の皆様のご協力の元 

年度計画書に記載しました全

ての事柄について活動を行え、

特に設立５０周年から３年越

しの二つの事業につきまして

は今後の方向性も考えた上で

完結する事が出来ました。防犯

灯設置事業は今後入間市が設置する防犯灯は全

てＬＤＥに変更して設置することに決まりまし

た。月桂樹につきましては入間市博物館アリット

に移植するともに２５７０地区の皆様にガバナ

ーを通して差し上げることが出来ました。 入間

ロータリーの過去に設置した看板等については

来年度からは注意して見守る必要が出てきてい

ます。地区の社会奉仕事業であるブライダル・世

界遺産登録推進・アイバンクは次年度はさらに強 

 
 
 

化されますので協力体制が必要です。 東日本大 
震災も継続的な支援が必要です。  
さらに今後の入間ロータリークラブの社会奉仕

運動のキーワードは「入間の子供たちのために」

をキーワードとした地域交流会です。  
１年間ありがとうございました。 
■国際奉仕委員会      関谷永久委員長 

 昨年 8 月の部門セミナーに

て諮問委員の鈴木ＰＧが言わ

れた中で数々の実績がある当

委員会は常に変化する国際社

会の歪みの中で社会から見放

されている人々に支援を行い、

自立をサポートするものであり、その為にはその

クラブの自立性、主体性が大切ですとの事でした。

フィリピン、タイ、ネパールなどへ現金、物資、

用具などを送り衛生面の改善や識字率の向上、地

雷で手足損傷のための改善装具の資金援助など

です、それは日々当クラブにおいても里親制度へ

の協力、飢餓ランチ実施、ユネスコ事業への協力

となって具現化しています。 

■新世代奉仕委員会     滝沢文夫委員長 

今年度の新世代奉仕ではインターアクトの年

次大会に出席できなかったこ

とが残念でした。新世代の月間

では』青少年交換学生の板木麻

耶さんに帰国報告の卓話をお

願いして、交換学生の苦労や喜

びを話して頂きました。板木さ

んは現在 ROTEX として、次の青

少年交換学生の教育、世話をしています。 

7 月のガバナー公式訪問の時には、新世代は第

5 の奉仕部門なのだから新世代部門と呼ばずに、

新世代奉仕部門と呼んで下さいと発言しました

が、今思うと恥ずかしい話です。また、新世代は

若い人達にロータリーに興味を持ってもらい、参

加してもらうことを目標にしています。 

これからもクラブのメンバーの方々には交換

学生等を見つける努力をお願いします。新世代で

はありませんが、本年度は 7月の被災地のパスト

ガバナーの卓話や IM での各クラブの社会奉仕活

動の発表など、社会奉仕部門でも沢山勉強ができ

ました。又、バンコクでの国際大会に出席できた

ことは貴重な体験となりました。1年間新世代奉

仕にご協力いただきありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

■■五大奉仕委員長 事業報告■■

会報委員会（宅見・石川嘉・豊田）
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■■■会長の時間       宮寺成人会長 

15 日の税理士会の総会懇親会で来賓の飯能商

工会議所の中里様と同席しました。今年はイタリ

アへ行きＲＣの例会に出席されイタリア語で挨

拶されたそうです。16 日は地区役員・クラブ会

長幹事合同会議と懇親会があり、遅くまで語らい

ました。17 日のいるま環境フェアーでは、展示

や庄野真代さんのトーク・ライブを聞いて参りま

した。 

 

■■■幹事報告        加藤国夫幹事 

1. ６月ＲＩレート ８０円           

■■■次年度幹事報告   齋藤栄作次期幹事 

1.入間市長木下博様・名誉会員全員一致で承諾 

2.７月と８月のプログラムについて 

3.8/9 ロータリー美術館例会の件 

4.木下登氏新入会員承諾の件 

5.家庭集会開催のお願い。クラブ協議会開催前に

その都度必ず家庭集会を開いてください。 

6.ＨＰの維持管理、メールのサーバー管理をマウ

スに今年度も継続してお願いする。 

7.増強の関係は委員会だけではなく５大奉仕委

員長を中心に理事１人１名合計５名の増強が

出来るよう頑張ることの確認がされました。 

8.入間南RCは次期40名となり当クラブと同人数。 

 

■■■委員長報告  

親睦委員会            宮崎正文委員長 

｢うかい鳥山｣での夜間例会は今現在 50 名の参

加となり最終例会を大勢で楽しみましょう。 

地域発展委員会         大塚拓委員長 

 地域発展を考える家庭集会を明日開催いたし

ます。是非参加をお待ち致しております。 

次年度プログラム委員会  繁田光次期委員長 

 7,8月のプログラムの詳細は後日掲載いたしま

す。今年は会員相互の親睦と理解を深めるため、

皆様の趣味や旅行の卓話を企画致しました。 

■石川山治会員退会のご挨拶■ 

緊急手術でペースメーカを

入れ、随分と楽になり昨日退

院する事ができました。これ

からは皆様に 93 歳迄ロータ

リーに在籍できた恩返しが出

来ればと思っています。 

 

＜出席報告＞       晝間和弘出席委員長 

＊ 事前欠席連絡 3名 
 

＜ニコニコＢＯＸ＞     諸井克彦ＳＡＡ 

宮寺成人君～一年間お世話になりました。御礼申

し上げます。加藤国夫君～幹事として一年間あり

がとうございました。諸井克彦君～細淵さん先週

は代わっていただきありがとう。石川山治君～最

終例会御礼。関根靖郎君～早退します。 
本日\22,000  累計\1,016,843 

 

■回覧、配布物 

① 次年度からの会員卓話のお願い    

② 第 18 回わんぱく相撲入間大会御礼 

③ ｢ロータリーの友｣2570 地区関連記事掲載報告 

④ ＲＬＩ．ＤＬ．ＡＤＬ研修会議資料の送付 

⑤ 9/27 ツタンカーメン展と夕食の宴出欠表 

⑥ 46 号週報 
 

■■■地区役員活動報告■■■ 

■会員増強委員会       水村雅啓会員 

会員増強がクラブ活力の要であるという認識

の下、前年度の５月と１０月に「増強セミナー」

を開催しました。今年度は、ここ１０年に渡る会

員減少に歯止めがかかった状況にありますが、ま

だまだ予断を許せません。来年度も増強副委員長

として地区に残りますので、情報を提供していき

たいと思います。 

会員数 出席数 出席率 前回修正率

40 名 30 名 76.9％ 87.1％ 

第４７号 ２７１４回例会 ２０１２年 ６月 ２１日（木） 
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■ロータリー財団委員会    細淵克則会員 

今日は委員の仕事をお話します。年二回のセミ

ナーの資料作りと当日の運営です。其れと私は、

補助金の調整と、厳しい面接等を潜り抜けた国際

親善奨学生を海外に送り出すのが仕事です。来年

も執行いたしますので宜しくお願い致します。 

■社会奉仕委員会       齋藤栄作会員 

本年度の社会奉仕委員会は東日本大震災に始

まり、終わりました。東日本大震災で被災された

２５２０地区（宮城・岩手）パストガバナー笹気

様をお招きし目の前にある被災地に善良の「えこ

ひいき」をしていただき最速で援助の手を差し伸

べる事の大切さを学びました。５月には救援活動

で大活躍をした航空自衛隊入間基地にて「空から

の援助活動」を自衛官に語っていただきました。 

本年度国際ロータリー2570 地区内のロータリ

アンからの「東日本大震災・義捐金は」は下記の

通り被災地区ガバナー事務所に届けたそうです。 

第 2520地区宮城･岩手 2012年 3月 8日 １千万円 

第 2530 地区 福島 2012 年 3 月 8日 500 万円 

第 2820地区 茨城 2012年 4月 12日 200万円 

また、全国のロータリアンから寄せられた寄付金 

大震災にて両親を亡くされた子供たちを対象に

月間５万円を贈る奨学金が始まった様です。今後

地区から詳細な情報が入ってくると思います。 

ありがとうございました。 

■米山記念奨学推進委員会   忽滑谷明会員 

 地区委員として年 2回の部門セミナー、ロータ
リーの森清掃、秩父音頭祭り、研修旅行、クリス

マス会、米山月間に各クラブでの卓話、次年度受

入奨学生面接、新奨学生オリエンテーション、学

友総会等に出席し活動しました。米山記念奨学事

業は世話クラブ、カウンセラー制度を設けており、

日本最大の民間奨学事業であります。ロータリア

ンとして誇れる事業の一つであると思います。 

■広報クラブ委員会       繁田光会員 

一年間、地区クラブ奉仕委員会広報記録部門委

員として活動してきました。年２回の広報記録セ

ミナー、同じく年２回の会員増強セミナーの準備

や当日の運営が主な活動内容でしたが、色々勉強

になり、この経験を今後に生かして行きたいと思

っております。ありがとうございました。 

■諮問委員会         石川嘉彦会員 

 私より先にガバナーになられるべき平岡達也

会員がガバナー補佐を引き受けて下さり、私は救

われた気持ちがしました。「ロータリーの好意と

友情」とは正にこのことだと思いました。 
 

■■■会長・幹事・ＳＡＡ挨拶■■■ 

諸井克彦ＳＡＡ挨拶   

ＳＡＡを遣らせて頂いて、何か

行動をする上でもニコニコＢＯ

Ｘの必要性と重要性を痛切に感

じました。一年間お世話になりあ

りがとうございました。 

加藤国夫幹事挨拶   

一年間皆様方には大変お

世話になり有難うございま

した。皆様方の温かいご支援

又ロータリーの友情に支え

られながら、幹事という大役

を務める事ができ幸せに思っております。私は入

会時には還暦を過ぎており、当時は会員が 50 名

近くいらして大役は当然回ってこないと高をく

くって居りました。ご指名を頂いて幹事要覧等を

参考にしながら色々と勉強させていただきまし

た。幹事の役割と言うのはクラブの裏方として、

会長を盛り上げ又効果的なクラブ運営を推進で

きるように、補佐しなくてはならないと言う大変

重責を負っており、今思うに会長の足手纏いにな

っていたのではないかと反省しています。 

どれだけ会員皆様のお役に立ったかは分かり

ませんが、私自身は楽しみながら勉強をしっかり

とさせて頂きました。とくにタイのバンコクでの

RI 国際大会で素晴らしい雰囲気を満喫できた感

動は、生涯の宝として心に刻み忘れることはあり

ません。 

宮寺成人会長挨拶  

昨年の７月７日第１回の例

会日でお話ししたＲＩ会長の

メッセージを読み返しますと

「深く自己を省みることによ

って、人が皆、同じ夢、希望、

願望、問題を分かち合っている

事を、理解して頂きたいのです。誰であろうと、

どこに住んでいようと、私たちはそれぞれ同じよ

うに平和と充足を願い、充実した毎日を送りたい

と望んでいます。」という事です。「全ての人の心

の中は同じだ」と言い切ったのです。分かり易い

人生哲学を全人類に発したと理解しました。 

家庭集会で齋藤金作会員がポール・ハリスの２

０歳代迄の「クラブ創設に至る創始者の生き様」

をテーマに選んだのは、ＲＩ会長のメッセージに

対応したものと思いました。愛情の大切さを教え

られました。例会プログラムを省みますと ①ナ

ポリのかまどではワインがとても美味しく新鮮

でした②ガバナー訪問が３回目の例会だったに

も係わらず、全ての会員が自然に動いて下さり、

嬉しく感じました③ベルギーに留学した板木麻

耶さんの帰国報告では流暢なフランス語で挨拶

され、泣きながらお母さんと分かれたフランス語

の出来ない高校生が１年で立派に変貌した姿を

見て、「かわいい子には旅をさせろ」という意味

の深さを実感しました。④例会では、会員候補者

に出席していただきました。工場見学、会員写真

展、狭山警察署長・財団補助金・災害関連等の卓

話、絆ボックスの活躍等書ききれない程です。こ

れも皆様方が各委員会を動かした努力の成果で

あり、心より御礼を申し上げ敬意を表する次第で

す。 

 会報委員会（宅見・石川嘉・豊田）
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Email：iruma－rc＠jupiter.plala.or.jp 
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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

2011-12年度RIテーマ 

■2011-2012ＲＩ会長：カルヤン・バネルジー 

■ＲＩ第2570地区ガバナー：立原 雅夫 

■会長：宮寺 成人 幹事：加藤 国夫 会報委員長：宅見 允 

■当番： 

■■■会長の時間       宮寺成人会長 

本日は「うかい 鳥山」での最終例会となりました。多数の会員の奥様、事

務局の方もご参加いただきましてありがとうございます。 

よくよく考えてみますと、ロータリアンの多くは経営者であり様々な分野で

活躍されております。1 週間お風呂に入らないと病気になります。毎日浴室を

きれいに洗って沸かし、湯上りにはきれいなバスタオルと下着が用意され、冷

えたビールと食事も準備されている。これらの家事に日曜、祭日は無く、年が

ら年中です。改めてロータリアンが社会で活躍出来るはこのような「内助の功」

によるものではないでしょうか。入間ロータリアンの奥様方に心より御礼を申

し上げます。ちなみに民法や相続税法において旦那の財産の 50％は妻のものと

認めております。内助の功はお金にもなりますので今後とも是非お続け下さる

ことをお勧め致します。 

ロータリーにかかわるエピソードを一つ申し上げます。私の個人通帳から今

年の 3 月 27 日に 1 万円が自動振り替えされておりました。「桃柿いくえ」と印字されていました。「この女

性は一体誰ですか」と家内に厳しく詰問されても、自分の記憶になく狼狽してしまいました。あぶら汗を掻

きながら必死に自動振り替え用紙を探し出し、実は「ももかき育英会」と判明し、ホットした次第です。こ

れは有名な建築家の安藤忠雄先生が東日本大震災で親を失った子に 18 歳まで奨学金を支給するための組織

名であったわけです。発起人が安藤先生の外サントリーの会長、大和ハウスの社長、物理学でノーベル賞を

もらった先生等で賛同する会員から 1 年間 1 万円ずつ集め、10 年間続ける育英会です。たまたまＮＨＫＦ

Ｍをかけておりましたら安藤先生がインタビューを受けていて「私の設計事務所に育英会の机があり一人担

当がいますが、朝から晩まで電話が鳴りっぱなしで、その 70％は女性です。本当に女性の優しさは素晴ら

しいと思います。」と話されていました。 

また大変素晴らしい報告が一つあります。埼玉県のロータリークラブには 50 年を超える歴史のあるクラブ

が、川越ＲＣ，熊谷ＲＣ、浦和ＲＣ、大宮ＲＣ、入間ＲＣ、川口ＲＣ，深谷ＲＣ，所沢ＲＣとあります。素

晴らしいことは 51 年間在籍して 50 年間 1日の休みもなく連続全出席された齋藤金作会員です。どうぞこれ

からもご健康に十分留意され、日々奥様に感謝のお気持を忘れず、出席をお続け下さることを祈念しており

ます。 
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山海の珍味に舌鼓を打つ 

斎藤会員５０年間全出席お疲れ様 

 

会報委員会（宅見・石川嘉・豊田）
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