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＜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 豊田義継君  
新井  格君 荒井正武君 
石川嘉彦君   

≪ビジター・ゲスト≫ 

2570地区ガバナーエレクト 所沢ロータリークラブ 

中井 眞一郎 様 

 私の言動で皆様には大変お迷惑をお

掛けいたしておりますが、与えられた

課題を着実にクリアしながらガバナー

の任務が終わるまで、頑張って参りた

いと思いますのでご指導とご協力お願い致します。 

米山奨学生           李 宝雲 様 
元青少年交換学生        板木 麻耶 様 

 

●米山奨学修了証授与 

    李 宝雲 様 

 

●カウンセラー感謝状授与 

  山岸 義弘 会員 

   

   一年半のカウンセラー 

ご苦労様でした。 

 

■ロータリーリーダシップ研究会終了証明書 

 研修(パート1)授与・齋藤栄作会員 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■■会長の時間        吉永章子会長 

9/27 は上野の森美術舘で開催されている「ツタンカ
ーメン展覧会」へご家族様と行って来ました。楽しい

一時を過ごす事が出来ましたのも晝間親睦委員長、山

根美術館長のお陰です。ありがとうございました。 
 又29日、地区セミナーは国際奉仕部門と社会奉仕部
門の二部門がありました。今回より地区セミナー参加

者は当クラブで５分間程度のミニ卓話をして頂きます。

会員の皆様にセミナーでの内容をお伝え頂きたいと思

います。今日はフレッシュマンセミナーに参加した間 
野会員にお願いしました。 
さて、10月は職業奉仕と米山月間です。ロータリーの
源流は職業奉仕です。これは生活する為に得る利潤 
の追求で、アーサー・フレデリック・シェルドンの「He 
profits most serves best」を根底に社会奉仕の「超我の
奉仕」へと繋がれます。その後、50代 RI会長ハーバ
ード・テーラーが提唱した「四つのテスト」は今だ微

動だにせぬロータリアンの座右の銘となっています。

この様な歴史を背景になにはともあれ、自分の職業を 
しっかり行い、顧客に誠心誠意尽くし、満足して頂き

継続性がある事、この行いに対して付加価値の利潤が

生まれます。私はこの様に簡単に考えるようにしてい

ます。又、米山記念奨学に関しましては1952年の米山
奨学制度設立以来、世話クラブ制度、カウンセラー制

度の設置。米山功労者(制度)制定、「米山学友会」の発
足、米山記念奨学会中国学友会の正式発表等、60年間
の沿革があります。学友が果たす国際理解と国際親善

の役割は今後ますます重要となると思います。故にロ

ータリアン一人一人の建設的なご意見で米山制度はさ

らに改善されて行く事を望んでやみません。 
 第50回入間市戦没者追悼式に列席致しました。戦後
67年を迎え、入間市の繁栄の礎になっておられる770
余りの御霊に献花し拝礼して参りました。 
 

■■■幹事報告            齋藤栄作幹事 

第4回理事会報告＜協議事項＞ 

1. 11月・12月プログラムについて 

2.８月２７日（木）開催の日帰り美術館会計報告。 
3.その他：万燈祭りの予算についての詳細 

 当番 内 容 

1日 齋藤 福 職場訪問「レストビラ入間」 

8日 関根 
講師卓話 2570 地区社会奉仕委員

会ブライダル部門 醍醐委員長 

15日  親睦旅行 

22日 関谷 講師卓話「ロータリー財団学友」

29日  夜間例会（場所未定） 

2012-13年度RＩテーマ 

■ 2012-2013 ＲＩ会長：田中 作次 
■ ＲＩ第 2570 地区ガバナー：鈴木 秀憲 

■ 会長：吉永 章子 幹事：齋藤 栄作  

■ 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 

 

■会報委員長：宅見 允 

■当 番：後藤 賢治 

■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 

入間ロータリークラブ    

Weekly Report 

第1３号 ２72９回例会 ２０１２年１０月 ４日（木） 
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<報告事項> 

①10/4 ポリオ１０ドル(事業参加費から)パーマネント

ファンド１５ドル(飢餓ランチから）②10/6ＲＬＩパー

トⅡ・11/18パートⅢ ③10/20第２回会員増強セミナ

ー ④10/28米山記念部門セミナー ⑤11/7会長幹事会 

⑥11/25 ライラデー ⑦11/3 入間基地航空際 ⑧11/12

第6回入間市民チャリティーゴルフ大会 ⑤11/26ソロ

プチミスト埼玉カメリアゴルフ大会 

●「ロータリー希望のかぜ」基金についてはロータリ

ーの友8月号を参照願います。 

■■■委員長報告 

職業分類委員会          水村雅啓委員長 

 今日はＩＭ実行委員長よりＩＭ実行委員会委員長会

議を10月18日（木）18：30より、まるひろバンケッ

トルームで行いますので、出席をお願いいたします。 

会員増強委員会          宮崎正文委員長 

8 月にグループ毎に行ないました会員増強の報告と

引き続きの活動、宜しくお願い致します。 

親睦委員会             晝間和弘委員長 

 先日のツタンカーメン展ではご協力有難うございま

した。親睦旅行に関しては今日回覧を回しております。 

雑誌委員会            関根靖郎委員長    

ロータリーの友10月号横組み16～20 頁に田中作次

RI 会長に聞く「奉仕を通じて平和を」、24～37 頁来年

の世界大会開催地リスボンが紹介されています。又第

11回日韓親善会議「虹をかけよう・互いの未来に！」。

縦組み2～5頁「思考は世界と共に・実践は地域と共に」 

プログラム委員会          繁田光委員長 

 11 月のプログラムは表記のとおりです。１日の職場

訪問は定例会後13:10より移動して参ります。12月は

未定ではありますが、年度計画書に沿って計画中です。 

国際奉仕委員会          忽滑谷明委員長 

 9/29、国際部門セミナーに出席して参りましてので 

ご報告します。ガバナー挨拶の後、国際奉仕部門、ク

ラブ支援委員会、地区事業委員会の活動方針と各ＲＣ

の活動報告を受けました。姉妹クラブ＝双子クラブの

締結、他国ＲＣとの交流は単年度では難しく、数年か

けて計画する必要があると感じました。 

万燈まつり実行委員会         友野政彦委員長 

 チャリティーバザーの品物を10/5～19の事務局出勤

日にお持ち頂きますよう、お願いいたします。  
 

＜出席報告＞            新井格出席委員長 

会員数 出席数 出席率 前回修正率 

40名 28名 75.7％ 92.1％ 

事前欠席連絡 5名 
 

＜ニコニコＢＯＸ＞         細淵克則ＳＡＡ 

中井眞一郎様～お騒がせ致しておりますが、任務終了

迄頑張ります。友野政彦君～加藤会員・間野会員万燈

まつりの為検体提出にご協力有難うございます。吉永

章子君、山岸義弘君～中井ガバナーエレクト、李さん、

板木さんようこそ。晝間和弘君～先日のツタンカーメ

ン展有難うございます。宅見允君～二週間ほど検査入

院していました。皆様にはご迷惑お掛けいたしました。 

本日\35,500       累計\376,634  

■回覧、配布物 

① ガバナー月信10月号 ②ロータリーの友10月号 

③ 10/11入間南RC合同夜間例会出欠表 
④ 11/14～15伊勢志摩へグルメ旅行 
⑤ 万燈まつり出欠表・チャリティーバザー品のお願い 
⑥ クラブ奉仕部門・会員増強委員会よりのお便り 
⑦ 財団法人入間市振興公社名への変更 
⑧ 2570地区補助金プログラム申請審査のお知らせ 
⑨ 未来の夢ニュースレター  ⑩他クラブ週報             
⑪ 入間ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ事務局移転のお知らせ 

⑫ 入間市民チャリティーゴルフ大会ご案内 

⑬ カバナーエレクト事務所移転のお知らせ 

⑭ 武蔵野音大演奏会のお知らせ ⑮週報11,12合併号 

 

■会員ミニ卓話    間野尚会員■ 
９月２９日に智光山勤労福祉セン

ターにて第３グループフレッシュマ

ン研修が開催されました。入間ＲＣ

からは主催側として平岡ガバナー補

佐、細淵ＳＡＡ、研修生側として吉

永会長、木下会員、そして私の計５

名が参加致しました。 内容は講師３名がフレッシュマ

ンを４５分間単位で各グループに講義を行いました。

講義内容はディスカッション方式で行いました。［ロー

タリー希望の風］の説明、５大奉仕には順番がある等

ほか、可也多数の知識を得る事ができました。 

 
■■■ 講 師 卓 話 ■■■ 

「ＲＯＴＥＸ活動」       板木 麻耶様 

2010 年～2011 年度ベルギーの第

1630地区のフランス語圏に派遣して

いただきました。私は今アルバイト

をしながら、演劇の学校に通いダン

スそして演技のレッスンを行い舞台

役者になる夢の為に頑張っています。 

 ROTEX 活動では現在副会長として先輩方のサポート

をしています。本来ならばROTEX4年目に会長をやるの

ですが、ROTEX活動に参加できる人が少なく、来年度は

私が会長を務めさせて頂く事になっており、とてもプ

レッシャーを感じています。未熟な私ですがなんとか

頑張っていきたいと思っています。 

 今年は5名の派遣生が4カ国に派遣されており、研
修中の派遣候補生 4名は全て私立の学校です。このプ
ログラムは実に素晴らしいものなので、色んな人に恵

まれる手相(生命線に並行に保護線がある)の私は、公立
の学生や沢山の人に知って貰う為に、残り三年間ROTEX

活動を頑張って参ります。又是非、例会に参加させて

下さい。本日はありがとうございました。 
 

｢ありがとうございました｣  李 宝雲 様  

 一年半お世話になり山岸さんには、

心より感謝いたします。 

9月に武蔵野学院大学を卒業し今は、通

信会社に勤めており、社会人になって

強く責任を感じています。四年間を日

本で過ごし、中国・日本両方を愛して

おります。本当に皆様ありがとうございました。 


