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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 関根靖郎君 

 

■■■会長の時間        吉永章子会長 

10/27、28 の両日、第 34 回入間万燈まつりが

行われ私達のクラブは 18 回目の参加をしました。

友野エレクトの指揮の下、準備も順調に進み午後

１時 30 分からの祝い開きとなりました。因みに

お祭りに繰り出した総人数は合計 23 万人(市役

所自治文化課調べ)とのことで年々増えている様

です。入間 RC が扱っているバザー品やブランド

の種子島産、安納芋の焼き芋もよく捌け売り上げ

も１３万円になりました。会員皆様のご協力を得

ながら私達が目的とする広報活動の一環を達成

する事が出来ました。お忙しい中ご苦労様でした。 

 今月はロータリー月間です。1964～65 年度、

ＲＩ理事会と管理委員会は毎年11月15日を含む 

一週間を R財団週間と定めました。その後 1983 

～84 年に 11 月を R財団月間と定め、世界の全ク 

 

ラブが財団のプログラムを支援、推進、参加する

特別の期間になりました。我がクラブは 11 月 22

日の例会に国際親善奨学生（2010～11 年度）で

あった学友の井川麻里子さんを卓話にお招きし

てあります。楽しみにしていて下さい。 

そして、次年度から世界中の地区が新制度の下で

「未来の夢計画」に参加する様になり R財団は大

きく様変わりします。ただし変わらないものもあ

り、次の項目が該当します。 

①ポリオ・プラスは引き続き優先事項②未来の

夢計画の実施はパイロット期間中（2010～13 年

度中）R財団、RI、事務総長の最優先事項である

事③シェア・システムと３年間の投資サイクルは

変更無し④財団の主塾は「毎年あなたも１００ド

ルを」と「ロータリーの２億ドルチャレンジ」で

ある事、等があり新制度を理解する事が第一段階

かと思います。 

地区セミナーの報告です。クラブ奉仕部門第２回

会員増強セミナー(10/20)・米山記念奨学部門セ

ミナー(10/28)があり宮崎増強委員長と豊田米山

記念委員長が参加され、本日ミニ卓話を予定して

いましたが 12/20 の例会に変更させて頂きます。 

■■■幹事報告          齋藤栄作幹事 

第 5回理事会報告＜協議事項＞ 

1.12 月・1月プログラムについて 

2.入間南ＲＣとの合同例会会計報告 
3.その他：４クラブ合同参加について 
<報告事項> 

① 11 月レート 80 円②11/8 諮問委員会③11/9 4
Ｃ合同懇親会④11/18ＲＬＩパート３⑤11/21Ｒ

情報研修会⑥11/25 ライラデー開催⑦第 16 回入

間市民チャリティーゴルフ大会⑧11/26ソロプチ

ミスト埼玉カメリアゴルフ大会  

●地区の職業奉仕委員会「我らの生業」に齋藤

(金)会員と加藤会員に投稿して頂きました。 

●オン･ツー･リスボン１回目締切りがありました。 

 当番 内 容 

 6 日 摂田 
講師卓話 
狭山警察署長 大谷久志様 

 13 日  クリスマス例会 ﾍﾘﾃｲｼﾞ飯能

20 日 滝沢 
会員卓話 木下会員 
イニシエーションスピーチ 

27 日 宅見 
会員卓話 吉永会長 斉藤幹事
年越し蕎麦例会 

第１7号 ２733回例会 ２０１２年11月  1日（木） 

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：斎藤 福太郎 

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

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

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

ロータリー情報委員会     細淵克則委員長 

 11/21 の第二回ロータリー情報委員会に多くの

方のご参加宜しくお願い致します。 

親睦委員会          晝間和弘委員長 

 11/29に万燈まつりの反省会を夜間例会で行な

います。昼間はゴルフコンペを有志の方々で行な

いますので是非多くのご参加お願いいたします。 

雑誌委員会         関根靖郎委員長    

ロータリーの友 11 月号横組み 7～11 頁「私た

ちの財団」11 月はロータリー財団月間です。36

～37 頁「日本の母へ感謝を込めて」。縦組み 3～6

頁「日本人の美意識」を是非お読み下さい。 

プログラム委員会       繁田光委員長 

 12 月のプログラムは表記のとおりです。１月 

は 31 日の講師は未定ですが、その他は年度計画

書とおりです。又、本日の職場訪問の案内図をお

配りしておりますので宜しくお願い致します。 

ロータリー財団委員会    滝沢文夫委員長    

今月は財団の月間ですが、来週になりましたら

浄財を頂きに参りますので宜しくお願い致しま

す。今月の｢ロータリーの友｣横組み 41 頁に財団

補助金についての記事が載っておりますので、読

んで頂ければ良く財団の事が分かると思います。 

万燈まつり実行委員会     友野政彦委員長 

 万燈まつりに皆様方の多大なるご協力ありが

とうございました。その際に生じました費用は事

務局へご請求宜しくお願いいたします。 

齋藤金作会員 

万燈まつりの収益金は長く続けている東北の

義援金に企てたら良いのではないでしょうか。又、

まつりは最大の広報活動ですので、「ロータリー

の友」に写真入で投稿する事を提案いたします。 
 

＜ニコニコＢＯＸ＞    滝沢文夫副ＳＡＡ 

吉永章子君、友野政彦君～万燈まつりでは皆様方

の多大なご協力を賜りありがとうございました。

齋藤栄作君～10/22 付けで営業地域が広がり、埼

玉・東京・神奈川全域が加わりました。諸井克彦

君～木下元市長を当クラブへ誰か口説いて下さ

い。滝沢文夫君～始めて副ＳＡＡ勤めました。 

本日\84,000       累計\501,634  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■ＩＭ実行委員会     水村雅啓委員長 

9 月 5 日、第３グループ会長幹事会にて平岡Ｇ

補佐からＩＭ実施について説明が行われ、当入間

クラブにおいても、IM 実行委員会が組織されま

した。以下の内容で開催することといたしました。 

○開催内容 

① 開催日時 2013 年 3 月 9日(土)13：30 点鐘予定  
② 場所   入間市産業文化センター 
③ ＩＭのテーマ「新世代奉仕部門及び国際奉仕部
門に関連する取り組み」を各クラブがプレゼン

テーション。今後、他クラブが行う新世代奉仕

及び国際奉仕活動の参考となるようにしたい。 

○経過報告 

10/3 各クラブの IMプレゼン担当者と会長に出席

していただき、第１回の会議を持ち、内容につい

て協議を行いました。 

10/18 実行委員会各委員長会議を開催し、実行委

員会の役割分担の一部変更、予算、プレゼンツー

ルについて協議会いました。 

今後の予定として 12/6、2/14 に各クラブ IM プレ

ゼン担当者･会長打ち合せ会にて準備を進めます。 

＊入間クラブ会員皆さんのご協力が無くては IM

の成功はありません。どうぞ宜しくお願いします。 
 

＜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 30 名 78.9％ 86.1％ 

事前欠席連絡 8名     
 

■回覧、配布物 

① ガバナー月信11月号 ②ロータリーの友11月号 

③ 11/29 夜間例会万燈まつり反省会出欠表   
④ 腎・アイバンク第 23 号 
⑤ 2020 年東京オリンピックを日本で 
⑥ ロータリー文庫通信 302 号 
⑦ 古美術家宝展(熊谷ＲＣ) 
⑧ 国際ロータリー日本事務局奉仕室臨時ニュースレター 

⑨ 他クラブ週報・例会変更のお知らせ 
⑩ 「レストビィラ入間」案内図 
⑪ 茶の香めーる Vol.46  
⑫ 週報 13,14 合併号 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会報委員会（宅見・石川嘉・関谷）

■■■ 繁田光会員の職場訪問 ■■■

繁田醤油株式会社の創業２

００周年事業である、介護付

老人ホームの「レストヴィラ

入間」を訪問しました。故繁

田正一パストガバナーの居宅

であった場所に建設し、(株)

ワタミ様によって運営され本

日がオープンでした。 


