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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  木下明美様 

結婚記念日 繁田昌利君 
 

＜ビジター・ゲスト＞ 

入間基地司令        田中  幹士 様 
(株)杉山チェン製作所 代表取締役会長 

杉山 愼一郎 様 
 父はこの入間 RC の皆々様と 50 数

年お付き合いさせて頂きロータリー

と共に歩んで参りました。長きに渡

りまして生前のご厚情賜りました事

を説に御礼申上げます。ありがとうございました。 
 

■■■会長の時間     吉永章子会長 

3/9のインターシティミーティングは会員皆様

のご協力を頂き大成功で幕が退かれました。第３

グループ 12 クラブ、合同例会の成功要因は平岡

ガバナー補佐からのテーマ「国際奉仕と新世代奉

仕」でした。このテーマに賛同して各クラブがま

とまった事。プレゼン内容は素晴らしく発展途上

国の人道的ニーズを目的としたものや、世界平和

と異文化の理解を深め、青少年や若者を育む交換

プログラムを通して更に世界的ネットワークで

繋げるものもありました。又、補佐の意向に副っ

て水村実行委員長の緻密な実地計画があった事。

そして会場監督の下、９つの委員会メンバー達と

事務局、決してスポットライトを浴びる事はあり

ませんでしたがこの IM を成功に導いたのは見え

ない部分の会員皆様方の結束があったからです。

又、司会、プレゼンや懇親会担当者に重ねてお礼

申し上げます。3/28 の夜間例会は IM 成功の打上

げです。皆さんで美味しいお酒を頂きましょう！ 

本日は入間基地指令兼中部航空警戒管制団司

令、空将補の田中幹士様にお越し頂いています。

後程卓話をして頂きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

■■■幹事報告          齋藤栄作幹事 

1.3/23地区社会奉仕委員会寄贈･八重紅桜植樹式 

 
2.4/5～15 11 日間 春の全国交通安全運動開催 

3.4/7米山記念奨学部門のカウンセラーと奨学生

のｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ開催 スヘバートル ジャウフラ

ントさん 21 歳  モンゴル出身 西部文理大学 

4.4/27 米山梅吉記念館ﾎｰﾙ 春季例祭 14 時より 

■■委員長報告 

ＩＭ実行委員会       水村雅啓委員長 

 3/9 の IM は皆様のご協力により盛大に開催で

ました事を報告させて頂き、御礼申し上げます。  

会員増強委員会       宮崎正文委員長 

3/27 に家庭集会を行ないますので関係者の

方々の出席宜しくお願い致します。 

親睦委員会           間野尚委員 

 来週の夜間例会の参加宜しくお願い致します。 

雑誌委員会           齋藤福太郎委員 

ロータリーの友 3月号横組み 11～13頁「あの
日から 東日本大震災被災地からの報告」。38 頁
「私が考える平和 石川パストガバナー<寛容の
精神があれば>の文章が記載されています」。46
～47頁「ありがとうロータリアン 国を超えて輝
く未来を」縦組み 2～6頁｢日本人の心と平和｣26
頁のロータリーアットワーク｢花より団子は醤油

味｣が載っております。 

第２回社会奉仕部門セミナー報告  滝沢文夫委員 

3/16 行田市のさきたま古墳で行われました。 

1.アイバンク、３名の角膜移植者体験談を拝聴。 

2.クラブ奉仕、各クラブが同じ奉仕活動を目的と

して、植樹用に八重紅しだれ桜苗木 5本を各ク

ラブに贈り、広報にも役立てて欲しいとの事。 

3.世界遺産登録推進、当日会場でのさきたま古墳

群を見学、推進を身をもって感じて頂きました。 

4.ブライダル事業、2570 地区での事業は順調に
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推移より一層の協力をお願いとの事でした。 

5.ロータリー希望の星奨学金、まだまだ 20 年以

上援助予定。これからも協力をお願いします。 

素晴らしい事業に取り組んで、協力している事へ

の講評を頂き、これからも各クラブ、各ロータリ

アンの社会奉仕をお願いしますとの事でした。 
 

■■■ 講 師 卓 話 ■■■ 
「日本の領土問題について」 

入間基地司令 空将補  田中 幹二 様 

 私の出身は大分県でして

当年とって 52 歳となります。

防衛大卒業と同時に航空自

衛隊の幹部候補生として入

隊いたしました。 

本題である領土問題です

が、先ず尖閣諸島は中国の歴史的特性として中華

思想;4000 年に及ぶ悠久の歴史文化的優越性・屈

辱の歴史に対する反発・共産主義があり、竹島は

古代から中国の強い影響・濃厚な儒教的風土・周

辺から頻繁な侵攻により強い自尊心や民族自主

等の韓国の歴史的特性があります。北方領土につ

いては当事国間で領土問題があると認識してお

り交渉による領土問題解決を模索しています。 

自衛隊による武力紛争の抑止と対処に加え、主

権国家間の資源獲得競争が今後紛争の要因とな

る可能性があり外交､警察､司法､情報､経済等の

手段とも連携のとれた総合的な対応が必要です。 

＜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

39 名 27 名 73.0％ 73.7％ 

事前欠席連絡 5 名 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞     細淵克則ＳＡＡ 

杉山愼一郎様～お世話になりました。吉永章子君

～IM大成功でした･田中様卓話宜しくお願いしま

す・写真ありがとう。加藤国夫君、齋藤栄作君、

豊田義継君～田中基地司令本日はようこそ・卓話

お願いします。石川嘉彦君～杉山名誉会員のご冥

福お祈りします・田中基地司令ようこそ。岩崎茂

君～杉山様来訪ありがとうございます・加藤さん

忽滑谷さんカメラのご指導ありがとう。平岡達也

君、水村雅啓君～IM では大変お世話になりあり

がとうございました。細淵克則君～平岡さん水村

さん IM お疲れさま。宮崎正文君～入間市消防団

として日本消防協会から特別表彰のまといを頂

き、3/15 の入間市報にも載り 5 月上旬より市役

所にも飾られます。摂田順一君、友野政彦君、加

藤国夫君～忽滑谷さん写真ありがとう。  

本日\76,000    累計\927,550 
 

■回覧、配布物 

① ロータリーの友 3月号 

② ハイライトよねやま 156 

③ ロータリー補助金ニュース 2013 年 3 月 

④ 米山梅吉記念館 館報 Vol.21 

⑤ 3/28 IM 慰労反省会出欠表 

⑥ 4/16 入間南 RC との合同夜間例会出欠表 

⑦ 青少年交換委員会派遣学生 2月次報告書  

⑧ 入間青年会議所｢夢がくれた命の輝き｣ 

⑨ 入間市教育委員会への研修会参加のお礼 

⑩ 小川あい様アムステルダムからのお便り 

⑪ 他クラブ週報＆例会変更のお知らせ 

⑫ 週報３３号･３４号･３５号 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 会報委員会（石川・関谷）

第３７号 ２７５４回例会  ２０１３年 ３月２８日（木） 

Intercity Meeting 慰労会開催 
■会長の時間     吉永章子会長 

本日は入間市春日町の「ナポリのかまど」にての

夜間例会です。3/9 の IM は会員皆様の底力で大成

功に終了することが出来ました。又 3/23 は社会奉

仕活動で藤沢中央公園と藤沢なかよし公園に田中

入間市長にお越し頂き５本の八重紅しだれ桜を寄

贈致しました。何事も多勢の協力体制に感謝しお礼

申し上げます。又、入間クラブを代表して地区大会

記念チャリティゴルフに参加頂きありがとうござ

いました。平岡ガバナー補佐に｢ナポリのかまど｣

経営者､平井博様(深谷ノース RC)より IM 成功のお

祝いメッセージと紅白のワインが届きました。 
 

■■■幹事報告         齋藤栄作幹事 

① ４月のロータリーレート＠￥９４  
②2013～14 年国際ロータリー2570 地区委員長  

 財団資金管理委員長      細渕克明会員 

社会奉仕委員会地域社会奉仕委員長 齋藤栄作会員 

米山記念奨学委員会推進委員長 忽滑谷明会員 


