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＜今月のお祝い＞ 

 

＜２月プログラム＞
 

 当番 内 容 

7 日 平岡 
講師卓話   大谷久志 様 
狭山警察署長 

14 日 晝間 ＩＭプレゼンリハーサル 

21 日 間野 講師卓話 

28 日 水村 
講師卓話   山田裕朗 様 

｢山田食品産業｣代表取締役社長
 

＜ビジター・ゲスト＞ 

入間市市長         田中 龍夫 様 
 

■■■Ｒ財団寄付表彰 

マルチプル２回目・齋藤金作会員  

ポールハリスフェロー 

西山祐三会員、上野弘勝会員,齋藤栄作会員 
 

■■■会長の時間     吉永章子会長 

本年も宜しくお願い申し上げます。皆様、長期

のお正月休みをいかがお過ごしでしたでしょう

か？昔から元旦には「年神様」が１年の幸福を各

ご家庭にもたらす為に降臨されると言われてい

ます。新年を迎えると表現したり“一年の計は元

旦にあり”と言われたりするのもこの神様をお迎

えするからです。又、今年は巳年に当たり、古来

より蛇は信仰の対象となっていると言われてい

ます。起こる、始まる、定まる、復活と再生、蓄

財等と縁起のよいことと結びつきます。良き年で

あって欲しいと思います。 

今月はロータリー理解推進月間と追悼記念週

間です。ロータリアンがロータリーについて十二

分に理解し活動して世間の皆様にロータリーを

知って頂こう！そして「公共イメージと認知度」 

の向上を図ることを目的としています。ポール・

ハリスは１月２７日に没しています。毎年２７日

を含む日曜日から土曜日までの一週間が設けら

れ物故ロータリアン達の生前の貢献を回顧して

冥福を祈る週間です。 

この年度も半年を折り返しました。まだ沢山の

プログラムが残っているのに何となく慌しくな

り始めています。現年度はＩＭを成功させること。

第３グループの１２クラブが一同に会し親睦を

深めながら各クラブの活動を知る得る絶好の機

会です。実行委員会の皆様により着々と準備が進

められています。入間 RC は全員出席をお願い致

します。そして増強です。先日会長幹事会で三人

の入会が決ったクラブがあり“美味しいお酒が飲

めた”とにこにこ顔でした。我がクラブも一致団

結して頑張りましょう。 

それでは、後半皆様のご協力を頂きながら進め

てまいります。宜しくお願い致します。 

 

■■■幹事報告          齋藤栄作幹事 

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             
2.2.3 月のプログラム承認 
  1/31,2/7 ﾊﾞﾝｹｯﾄﾎｰﾙ改装・武蔵クラブにて例会 
3.1 月レート８２円 
＜報告事項＞ 

① 1/19 クラブ奉仕部門セミナー・新世代部門セ
ミナー, 2/3 職業奉仕部門セミナー・Ｒ財団

部門及び補助金管理セミナー , 2/10 インター

アクト次期指導者講習会 

② 1/8 入間市表彰式、新年賀詞交歓会，1/10 入間
基地新年賀詞交歓会，1/11 入間市商工会会員

交流賀詞交歓会，1/17 入間青年会議所賀詞交

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 

第２６号 ２７４３回例会 ２０１３年 １月１０日（木） 

■ 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 
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歓会，1/21 万燈まつり決算監査，1/22 国際交

流協会理事会、新年会，1/25 入間万燈まつり

実行委員会 

③ 来週の例会は第４回クラブ協議会が開催され
ますので家庭集会開催を再度お願いします。 

■■委員長報告 

ＩＭ実行委員会       水村雅啓委員長 

 3/9 のＩＭまで２ヵ月となりました。1/31 の例

会後、今後の準備についてＩＭ委員長会議を開き

ます。各委員長の皆さま、よろしくお願いします。 

会員増強委員会        宮崎正文委員長 

 引き続きまして会員増強宜しくお願いします。

1/15 の家庭集会ご参加にもご協力下さい。 

親睦活動委員会       晝間和弘委員長 

 1/24 新年会に皆様、奮ってご参加下さい。 

雑誌委員会         関根靖郎委員長 

ロータリーの友 1月号横組み 7～11頁「ロータ
リーの友 60年の歩み」。27～32頁「ポリオ撲滅・
ドイツのロータリアンが自転車でバイエルン地

方の田園地帯を走り抜けました」。縦組み 2～6頁
｢好奇心は人生の栄養｣。13 頁俳壇に齋藤金作会
員の作品が載っています。又柳壇には入間南クラ

ブ大野会員の作品もあります。32 頁は表紙「飛
沫を立てて飛び立つ瞬間の白鳥」の説明です。 
プログラム委員会        繁田光委員長 

 2 月のプログラムは表記のとおりです。三月は

7 日 IM 最終確認、14 日 IM 振替例会休み、21 日

講師卓話、28 日夜間例会を予定しています。 

万燈まつり実行委員会     友野政彦委員長 

 万燈まつり収益金 22 万円余りは、東北の復興

支援、遺児救済｢希望の風｣に使わせて頂きました。 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞     細淵克則ＳＡＡ 

吉永章子君、齋藤栄作君、加藤国夫君～今年も宜

しくお願い致します。平岡達也君～おめでとうご

ざいますＩＭ宜しくお願いします。岩崎茂君、山

岸義弘君、関谷永久君、粕谷康彦君～田中市長よ

うこそ、これからのご活躍期待申し上げます。荒

井正武君～入間市有功表彰を頂きました。関根靖

郎君～加藤さん写真ありがとう。宅見允君～お世

話になりました。 

本日\74,030       累計\747,550  
 

 

■回覧、配布物 

① ロータリーの友 1月号 ②ガバナー月信 1月号 

④ 田中作次会長より新年のご挨拶メール 
⑤ 東ヶ崎潔記念ダイアログハウスへの募金お願い 
⑥ 日本ロータリー親睦ゴルフ全国大会ご案内 
⑦ RI2570 地区記念ゴルフ大会ご案内 
⑧ RI2550 地区飯村ＧＥ・ロータリー研究会報告書 
⑨ 中井眞一郎ＧＥ新年のご挨拶  
⑩ ロータリー財団専門家グループニュースレター 
⑪ 宅見允会員退会のご挨拶 ⑪バギオ便り Vol.34 
⑫入間ロータリークラブ宛年賀状 

⑬新年会参加申し込み ⑭週報２５号 

■■■ 講 師 卓 話 ■■■ 
『年頭所感』      田中 龍夫様 

 自分に対して今年は

「一歩前進・心を無に」

を胸に秘め、市民の皆

様と一緒に進んで行こ

うと思っております。 

自分の中の欲や思惑を

捨て白紙の心で市民の

為を考えて施策を展開

して参ります。こどもの医療費無料化(中学生ま

で)、郵便局の集配局の配置、ふるさとハローワ

ーク、犯罪防止等に積極的に取り組みます。 

四年間市民の為、入間市の為に努力して参ります

ので、皆様のお力添え宜しくお願いいたします。 

 

ロータリー美術館      齋藤金作会員 

 週報 25 号の私のコラムに載
せました「似木鶏矣」に纏わる

安岡正篤氏と名横綱双葉山関

のエピソードをお話しします。 

 前人未到の 69 連勝を続けて

いた双葉山が安藝ノ海に敗れ

たのが、昭和 14 年 1 月場所 4 日目。館内の騒ぎ

も意に介さず、普段通り土俵に一礼した後、東の

花道を下がっていった。その夜、双葉山は安岡氏

に充てて電報を打っている。「われいまだ木鶏た

りえず」木で作った鶏のように無心の境地に至れ

なかった自分を戒め、更なる精進を誓った言葉で

ある。連勝がストップしてもまったく動じなかっ

た土俵態度、そして短い電文に込められた土俵へ

の思い。孤高なまでに相撲道と向き合い、己の限

界に挑み続けた双葉山の実像に迫る一言である。 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜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

38 名 33 名 89.2％ 81.1％ 

事前欠席連絡 2 名 

会報委員会（石川・関谷）

「新年ロータリー美術館」  齋藤金作会員･

岩崎茂会員･齋藤栄作会員・滝沢文夫会員・晝

間和弘会員の方々が干支に関係した作品や新

年に相応しい品々を披露されました。 


