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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  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 

結婚記念日 
忽滑谷明君   岩崎茂君  
繁田光君   木下登君  

 

＜３月プログラム＞
 

 当番 内 容 

7 日 宮崎 
IM最終リハーサル3/8に振替

18:30 点鐘 産業文化センター

14 日  3/9ＩＭに振替 

21 日 宮寺 
講師卓話 「尖閣問題」 
自衛隊中部航空方面隊 

28 日  ＩＭ慰労会（夜間例会） 
 

＜ビジター・ゲスト＞ 

入間市商工会会長      齋藤  正明 様 
 

■■■会長の時間     吉永章子会長 

先日（2/3）、嵐山で行われた第２回職業奉仕部

門セミナーに参加しました。「我等の生業」の編

纂発表があり、少し触れさせて頂きます。 

 まず、原点は 2009 年加藤玄静 PDG 年度、当地

区のロータリアン達に「社訓、家訓、座右の銘」

を集った所、48 クラブからの投稿があり当時、

地区の職業奉仕委員長であった平岡達也会員が

小冊子に纏められました。それが評判を奏し２年

間(2011～13)に亘り第 2570 地区版として２冊の

発刊に至っています。今年度は 82 名の投稿があ

り入間 RC は齋藤金作会員と加藤国男会員にご協

力頂きました。この本の編集後記に山口職業奉仕

副委員長のご挨拶があり“８２人の人生が凝縮さ

れている。幾多の困難、試練をも乗り越えて時代

や環境の変化をバネにして今がある。又、投稿者

の全員の思いは共通で「企業は人なり」「地域に

根ざす」「周りの人達のお陰で今日ある」この三

つです”と結んでいます。鈴木ガバナーが“自分

の職業をしっかり行う事が社会に役立つ奉仕事 

 

 

業であり、仕事も自分をも常にレベルアップして

いかなければならない”と言われていましたが正

に４人の代表発表者と「我等の生業」の完成本か

ら感動とパワーを貰えた素晴らしいセミナーで

した。本は事務所にあります。是非ご一読下さい。 

 さて、２月は世界理解月間です。又、２月２３

日は国際ロータリー創立記念日です。1905 年の

この日にポールハリスが３人の友人と初めて会

合を持った日です。この日から始まる一週間を

「世界理解と平和週間」と定め、月間と共に献身

的な人々の世界的ネットワークで奉仕活動のプ

ログラムを推進する事が強調されていきます。 

 入間 RC は地域のニーズに応え社会奉仕事業の

一環として入間市児童センターに檜丸太ベンチ

を寄贈する事にしました。搬入までに少し時間が

かかりますので目録をお渡ししました所、お礼状

が届きました。“入間市児童センターの職員達は

子供等の遊びや学びを支援し、夢を育て心豊かに

育ってほしいと願いながら子供達のために、地域

のためにそして社会のためにという奉仕の想い

が原動力となっています。ロータリー活動と通じ

るものがある様に思います”と綴られています。

報告させて頂きました。 
 

■■■幹事報告          齋藤栄作幹事 

第 7回理事会報告 ＜協議事項＞ 

1.3 月 4 月のプログラム 時間と場所の変更承認

変更が多く会員の皆様には注意願います。 

2.新年会の決算が承認されました。 

3.入会予定者承認。ファックスにて候補者の詳細

をお送りします。異議のある方は文書にてお申

し出下さい。お名前は馬路宏樹様、推薦者は細

淵会員です。 

4.3/1 地域交流会(入間ＲＣが山畑会長の時に４

クラブに呼びかけ入間の子供たちの為に、入間

市教育幹部の人達と地域で子供を育てる事を

テーマに開催されている重要な会議です)開催 

＜報告等＞ 

① 2/7  PETS が開催。 
② 2/11 第２回Ｒ財団部門セミナー滝沢会員参加。 
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③3/16 社会奉仕部門セミナー開催。 

④3/28 地区大会記念ゴルフ大会開催。 

⑤2/24 入間市民活動センター交流会開催。 

⑥入間市児童センター所長より社会奉仕活動で

寄贈した丸太のベンチの御礼がありました。 

⑦3/1 締め切り「ロータリアン配偶者・パートナ

ー奉仕功労賞」への推薦が要請されています。 

 

■■委員長報告 

プログラム委員会        繁田光委員長 

 3 月のプログラムは表記のとおりです。4 月は

4日;会員卓話(会員増強)、11 日;4/16 の南 RC と

の合同例会振替休み、18 日;地区大会振替休み、

25 日;第 5回クラブ協議会を予定しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜ニコニコＢＯＸ＞     細淵克則ＳＡＡ 

吉永章子君、平岡達也君、摂田順一君、岩崎茂君、

山岸義弘君、宮寺成人君、齋藤栄作君、加藤国夫

君、粕谷康彦君、関谷永久君、晝間和弘君、木下

登君、細淵克則君～商工会会長・齋藤様ようこそ

おいで下さいました。卓話宜しくお願いします。

関根靖郎君～早退いたします。 

   本日\74,030       累計\825,550 
 
■回覧、配布物 

① 第 34 回入間万燈まつり実行委員会資料送付 

② 4/15 入間ケーブルテレビ杯ゴルフ大会参加願い 

③ クラブ奉仕部門会員増強委員会からのお便り 

① RI 日本事務局財団室ＮＥＷＳ2013 年 1 月号 
② 2013～2014 年度版ＲＣ手帳申込書 
③ 3/9 RI2570 地区第３グループＩＭ出欠表 
④ 4/20 RI 会長代理ご夫妻歓迎晩餐会出欠表 

⑤ 4/21 本会議及び記念講演出欠表 
⑥ 2012～2013 年度 1～3ゾーン会員数調査報告書 
⑦ 2/19 ロータリー情報研修会出欠表 
⑧ 他クラブ週報＆例会変更のお知らせ 
⑨ 週報２７,２８合併号･２９号 

■■■ 講 師 卓 話 ■■■ 
『入間市経済の活性化について』   

     齋藤 正明様 

 今から二年前に 50 周年記

念誌を作りました際には齋

藤金作さんに表紙を、又編集

を晝間さんにご協力を頂き

ました。入間の歴史を含めて

色々な事が載っております

ので、皆様も再度見直された

ら面白いと思います。 

 入間商工会は昭和35年 12月に会員620名でス

タートし現在は 2,500 名、私が六代目となります。 

 商工会議所と商工会の違いとしては、当時商工

会議所は市の区域、商工会は主として町村の区域

でした。商工会は地区内の商工業者の 50%以上の

会員で成立しますが、商工会議所は会員になる必

要はなく組織率は全国平均 35%です。又理事 35

名の皆さんはボランティアで奉仕しております。

其れに対して商工会議所は補助金が少なく、会

頭・理事は出資金を出して運営しますので役員に

就任すると大変です。入間の場合、総予算 12,500

万の半分が年会費と県と市からの補助金で運営

されています。特に小規模事業思索に重点を置き、

会員で無い方への相談もしており、何方でも入ら

して頂けるシステムになっています。 

 今の厳しい経済を考え補助金に頼らず、自立す

るには、会員増強が毎年プラスになる様にと目標

を掲げました。お隣の日高市は会員組織率が 80%

を超えており、11 年間連続プラスだそうで参考

にさせて頂き、入間商工会も頑張って参ります。 

 特徴と致しましては、一般の方にも参加して貰

い会報誌の見直しを行い、市報にも年 2回入れて

頂き市民の皆さんに商工会を知っていただく努

力もしております。会員への配布も発想の転換か

ら宅配会社から郵便局を利用する事により、入間

市 11 郵便局が会員に入会して下さいました。又、

学校・幼稚園・福祉・農業等、今まで商と認識し

ない所にもお声を掛けさせて頂いています。 

 所沢･川越･飯能･狭山･入間５市と連絡を取り

合い出会いの場を創ったり、学生の為の説明会を

行い良い人材が地元に入る様な企画もしていま

す。色々な角度から考えるとお宝がまだまだ有り

そうです。 

商人が元気にならないと町は元気になりませ

ん。歩いて行ける所に小売店が在ってこそ町が賑

やかになり、豊かな街づくりになるのではないか

と考えます。これからは、ふるさと納税をもっと

活用して活性化が出来ればと思います。 

 

＜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

38 名 29 名 78.4％ 77.8％ 

事前欠席連絡 7 名 

会報委員会（石川・関谷）

齋藤金作会員コラム第十五回 


