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＜５月プログラム＞ 

＜今月のお祝い＞ 

 

＜ビジター・ゲスト＞ 

新狭山ロータリークラブ   井花 富男 様 
入間南ロータリークラブ   斉藤 治郎 様 
 

■■■会長の時間     吉永章子会長 

４月は雑誌月間です。RI の本部で発行されてい

る機関誌「The Rotarian」と 30 の地域雑誌を併

せて｢Rotary World Magazine Press｣と言われて

います。歴史は 1911 年から始まり、初代事務総

長チェスリー ペルーがすべてのロータリークラ

ブとロータリアンにメッセージを伝える手段と

して初版を創刊しています。「ロータリーの友」

は 1953 年(昭和 28 年)1 月に創刊され 27 年後の

1980 年(昭和 55 年)７月号から RI 公式地域雑誌

に指定されました。購読は義務であり、ロータリ

ーの雑誌は世界中のロータリアンの懸け橋であ

り「友誌」は日本のロータリアンの絆です。近年

では各地域雑誌がウェブサイトを開設してロー

タリーの内外に向けて情報を発信しています。こ

れからは印刷版だけではなく電子版の発行が遠

からず来ます。今の様に見やすく学べるものであ

ってほしいと思います。 

今日は会員増強についてのミーティングです。 

今年度の中間報告を宮崎増強委員長からお話し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

て頂き、純増１名の結果を出したいと思いますの

で宜しくお願い致します。 
 

■■■幹事報告          齋藤栄作幹事 

第 10 回理事会報告(構成メンバー出席率 100％) 
＜協議事項＞ 

1.5月 6月のプログラムについて 
2.次年度ガバナー公式訪問は３種類となります。 
●小規模クラブ・合同例会開催クラブ毎の訪問 
次年度は大きくシステムが変わり小規模クラ

ブは全て一つ一つ訪問。その他合同例会を企画

している所沢・川越については訪問 
●希望クラブ訪問 
現在は行田さくら１クラブのみエントリー。入

間クラブは日程を指定し、この制度を予定。 
●第 1～5 迄のグループ毎の IM方式公式訪問 

3.3月 28日ＩＭ慰労会会計報告承認。 
4.環境保全支援運動  毎年１人 1,000円承認。 

(地雷被害者･タイ小学校飲料水濾過装置支援等）  
5.その他 

4月 21日の 2570地区大会はバスで鴻巣まで
行きます。多くの会員の参加をお願いします。 

①内規改定について：理事会承認事項 

第５条慶弔及び見舞いの花輪を生花に変更。 

②ロータリー財団関連：次年度財団補助金申請。 

財団を受ける意思についてクラブの参加認定

＝覚書(MOU)を交す。会長エレクト･ノミニー２

名の署名が必要。次に最大＄1000 の地区補助

金申請は６月末日迄に７月以降の年度の社会

奉仕委員会のプロジェクトを決定申請が必要。 

＜報告等＞ 

① 米山奨学生カウンセラーに吉沢誠十会員 

②4/7 カウンセラー・奨学生オリエンテーション  

③4/10 地区協議会開催 

④4/20 会長代理夫妻晩餐会 

4/21 第 2570 地区大会開催 

⑤5/8 第３グループ現・新会長幹事会 

⑥4/24 新・会長幹事会が開催 

⑦4/4  入間基地観桜会が開催 

⑧4/5  春の全国交通安全運動出陣式 

⑨4/25 入間市国際交流会第１回理事会開催 

 当番 内 容 

2 日  
クラブ定款第6条1節(C)により

例会取り止め 

9 日 山岸 講師卓話 入間南 RC 西澤正夫様

16 日 山根 
講師卓話                   

狭山警察署長 大谷久志様 
23 日 吉沢 会員卓話 馬路宏樹会員 

30 日  夜間例会 場所:仏子「大子」 

婦人誕生日 
豊田恵子様 新井馨様 
宮崎洋子様 中澤好子様 

結婚記念日 
友野政彦君 齋藤金作君 
粕谷康彦君 晝間和弘君 
中澤孝芳君 

 

第38号 27５5回例会 2013年 4月  4 日(木) 

2012-13 年度 RＩテーマ 

入間ロータリークラブ    

Weekly Report  
■ 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：関谷 永久 

■当 番：宮寺 成人 

■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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⑩4/13 RLI が開催 

⑪6/ 5 現･新会長幹事会が入間 RC 主催で開催  

⑫2014～15 年度ガバナーノミニーに富士見ロー

タリークラブ・坂元元彦様が決定しました。 

■■委員長報告 

クラブ奉仕委員会      加藤国夫委員長 

 地区大会出席のバス利用者の方々は乗り場所

を出来るだけ早く回答願います。  

親睦活動委員会       晝間和弘委員長 

5/30 の夜間例会時の昼間に入間南 RCと親睦ゴ

ルフを致しますので奮ってご参加下さい。又、来

週中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。 

雑誌委員会           関根靖郎委員長 

ロータリーの友 4月号横組み 12～19頁「多く
の人の足と生活を取り戻す為にナイジェリアに

行く インドの外科医」。20～21頁「田中作次 RI
会長 in japan」。縦組み 2～6頁｢日本人の心と復
興｣が載っております。又、表紙のメッセージ「復

活の獅子・恩返しの舞」も是非ご覧下さい。 
プログラム委員会        繁田光委員長 

 5 月のプログラムは表記のとおりです。4/11 は

南 RC 合同例会振替休み、18 日は地区大会振替休

みとなりますのでご注意下さい。 

友野政彦会長エレクト 

 4/10 地区協議会には粕谷会員、荒井会員、西

山会員と私で行って参ります。 
 

■回覧、配布物 

① 平和フェローシップ委員長ニュースレター 

② 会員増強委員会よりお便り「雑誌月間」 

③ ガバナーノミニー選出のご報告 

④ 4/16 入間南 RC との合同夜間例会出欠表 

⑤ 他クラブ週報 ⑥週報 36,37 合併号 
 

＜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 29 名 76.3％ 100％ 

事前欠席連絡 2 名 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■■増強経過報告とまとめ■■■ 
宮崎正文増強委員長  

１．今年度の目標と経過報告 

①｢純増２名以上入会させる｣１名入会、６月迄に

もう１名入会できたらと思う。 

② 2012/7/5家庭集会 8 月の例会向け事前に行う。 

③７月に木下登様が入会。 

④2012/8/2 例会会員増強拡大月間、6 グループ

毎に分けて推薦候補者の検討をしてもらった。 

⑤その後、各推薦担当者に候補者の所へ。 

⑥会長より１月からセカンド増強月間という事

で、1/15 家庭集会を実施、今迄の勧誘を確認。 

⑦2013 年 2 月に新入会員、馬路宏樹様入会。 

⑧2013/3/27 4/4 の例会に向け家庭集会を行う。 

２.本日の例会実施事項 

別紙「訪問状況一覧表」により 3 グループに

分け、ディスカッション終了後に代表が報告。 
 

＜ニコニコＢＯＸ＞     細淵克則ＳＡＡ 

井花富男様～IM欠席の非礼お詫び申し上げます。

義理の父の葬儀にあたっては皆様の温かいお心

遣いを賜り誠にありがとうございました。斉藤治

郎様～お世話様です。加藤国夫君、木下登君～井

花様、斉藤様、入間クラブへようこそ。吉永章子

君、平岡達也君、岩崎茂君～井花様、斉藤様よう

こそ・加藤さん写真ありがとう。石川嘉彦君、斎

藤福太郎君、齋藤栄作君、摂田順一君、大野賢次

君、友野政彦君、粕谷康彦君、荒井正武君、山岸

義弘君、吉沢誠十君、滝沢文夫君、諸井克彦君、

宮崎正文君、西山祐三君、忽滑谷明君、新井格君、

晝間和弘君、間野尚君、豊田義継君～加藤さん写

真ありがとう。 本日\63,500    累計\991,050 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会報委員会（石川・関谷）

■会長の時間        吉永章子会長 

丸広７階で入間南 RC 主催の夜間例会。大勢が一

同に介し和やかでいい雰囲気です。南の大野パスト

会長より即興で川柳を披露して頂いたり、素敵な音

楽と食事を楽しみ有意義な合同例会でした。 
 

■幹事報告           齋藤栄作幹事 

①4/22 現・新理事会が 18:30「やまき」にて開催。

②地区大会における選挙人名簿の提出権利は２名

③4/20 地区大会における指導者研修セミナー案内 

  ホテルガーデンパレス 15:00～16:00 

④5/6 第 35 回入間市少年野球春季大会開催 

⑤5/14日高ロータリークラブ創立30周年記念式典

のご案内を頂いており会長幹事で出席致します。

第３９号 ２７５６回例会 ２０１３年４月１６日(火)  
☆会場:丸広･さくら草ホール

☆点鐘：午後６時３０分 入間南ＲＣとの合同例会開催 


