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＜今月のお祝い＞  

会員誕生日 諸井克彦君   

夫人誕生日 
晝間典子様 忽滑谷理恵子様 
細淵理恵様   

結婚記念日 
大野賢次君 細淵克則君 
西山祐三君 平岡達也君 

 

＜６月プログラム＞ 

 

＜ビジター・ゲスト＞ 

入間南ロータリークラブ   西澤 正夫 様 
 

南三陸町の復興を支援する入間の会 

           事務局  長谷部 義之様 
 

新狭山ロータリークラブ   石田  嵩  様 

愛宕神社の前に事務所を開きまし

たので、ご挨拶に伺いました。今日

は印象に残る事と思いまして、実家

の上野原で 100 年以上の歴史がある

美味しいお饅頭をお持ちいたしまし

たのでご賞味下さい。これからもお世話になる事

と思いますが、宜しくお願いします。 
 

米山記念奨学生  

スヘバートル・ジャウフラント 様 
 

■■■会長の時間     吉永章子会長 

三年に一度開かれるＲＩの立法機関である規

定審議会がシカゴで開催されました。ロータリー

の管理運営プロセスの大事な部分です。ＲＩの理

事会が国際ロータリーの方針を決定する一方こ

の審議会では地区と全クラブが組織の運営に関

して発言する機会と、立法案を提出する権利が与

えられます。審議会の決議がロータリーの最も重 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要な活動に影響を与える事もあります。例えば

1986 年は｢ポリオ・プラス｣、そして 1989 年では 

ロータリー初の｢女性入会｣等の決議が誕生して

います。今年度当地区では加藤玄静 PDG が代表議 

員として出席されました。５日間で審議された案

件は１７２件（提出数は 199 件）あり採択された

ものは５６件で約 32％になります。日本は２１

件の案件提出、その内 5件が採択されています。 

本日、石川 PDG が規定審議会での採択事項でク

ラブ運営に関する 15 項目を抜粋して下さいまし

た。皆様のお手元に配布しましたのでご覧下さい。

2013～14 年度から適用されます。近日中に諮問

委員会が開催されますのでこれらを参考にして

クラブ定款・細則の見直しを諮問委員会の皆様方

と検討してまいります。 

 

■■■幹事報告          齋藤栄作幹事 

第 11 回理事会報告 

 ＜協議事項＞ 

1.6 月のプログラムについて 

2.6/9 わんぱく相撲入間大会協賛。協賛金１万円 

3.4/16 入間南ＲＣ合同例会の会計報告 

4.入間市国際交流協会・社会福祉協議会（各 5千

円）入間市観光協会(1 万円)、各会年会費納入

入間市国際交流協会には水村会員が社会福祉

協議会には宮寺会員が出席。 

5.夏季服装(クールビス)官公庁に倣い5月～10月 

＜報告等＞ 

1. 次期地区役員 社会奉仕委員会  
ブライダル委員会    委員 吉永章子会員 

地域社会奉仕委員会  委員 滝沢文夫会員 

以上２名が追加要請されました。 

2.5/15 入間市交通安全対策推進協議会定期総会 

3.5/16(木)入間市国際交流協会総会  

4.5/23(木)入間市商工会総代会  

5.5/28(火)入間市社会福祉協議会評議員会 

6.6/12(水)地区役員・クラブ会長合同会議開催 

7.8/29(木)ガバナー補佐訪問 

8.9/05(木)ガバナー公式訪問 

9.５月の RI レート＠￥９８円 

 当番 内 容 

6 日 木下 
第 6回クラブ協議会 

各小委員長事業報告      

13 日 馬路 五大奉仕委員長事業報告 

20 日 新井 会長・幹事・ＳＡＡ挨拶 

27 日  最終例会（夜間例会） 

 

第４２号2760回例会 2013年 ５月  ９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：山岸 義弘 

■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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■■■ 講 師 卓 話 ■■■ 
 

『東北支援活動』            入間南ロータリークラブ 西澤 正夫様 
＜支援活動＞ 

2011 年 3 月 11 日の震災後、友人のふるさとである宮城県南三陸町において

支援活動を始める。2011 年 3 月 27 日から現在まで 36 回の活動､参加者は延べ

500 人ほど。当初は炊き出し、必要物資の調達といった「生きる」ために必要

な支援活動を行うも、月日と共に「生活」に必要な支援に移行していく。また、

現地において夏祭りなどのイベントが中止になる中で子どもたち向けのイベ

ントを企画 2011 年 8 月におこなわれたイベント「わらすっこまつり」は子ど

もを中心に多くの来場者が集い大盛況のうちに開催されました。 
＜現地状況＞ 

震災直後はまさに言葉にならない状況であった。 

復興は徐々に進んではいるが、震災以降不登校になった中学生やそれまでと一変した生活環境か

ら家庭内暴力をし始めた女性、また自宅の損壊を免れた女性が「自分の自宅だけ助かった」とい

う自責の念から拒食症になるなど心に大きな傷を負ったままの住民が多いことが現状である。 

＜今後の活動＞ 

震災を忘れない為に、そして紡がれた南三陸町と入間市の絆を忘れない為に、近々再開される被

災小学校に桜の植樹を計画。現地の人々と共に現在南三陸町教育委員会と打ち合わせ中です。 

■■委員長報告 

雑誌委員会            関根靖郎委員長 

ロータリーの友5月号横組み1頁会長メッセー
ジ「平和ロータリーの実現可能な目標」。5～9頁
｢運命 インドでポリオ本滅に取り組む」。35 頁
｢あなたは何故ロータリアン」縦組み 7～9頁｢ふ
るさと志木の河童を彫る｣が載っております。 
プログラム委員会        繁田光委員長 

 ６月のプログラムは表記のとおりです。5/30

は夜間例会となり「仏子の大子」で行ないます。 

友野政彦会長エレクト 

 明日第 1回クラブ協議会を開催いたします。お

忙しい中ではございますが、ご出席お願いします。 
 

■回覧、配布物 

① クラブ奉仕部門会員増強委員会お便り 

② ＲＩ日本事務局財団室ＮＥＷＳ４月号 

③ ネパール奨学里親申込み確認表 

④ 5/23 夜間例会出欠表 

⑤ 他クラブ週報＆例会変更のお知らせ 

⑥ 週報 40,41 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 32 名 86.49％ 100％ 

事前欠席連絡 2 名 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞     細淵克則ＳＡＡ 

西澤正夫様～本日は宜しくお願い致します。石田

嵩様～この度愛宕神社前の行政道路沿いに支店

を出させて頂きました 宜しくお願い申し上げま
す。吉永章子君、岩崎茂君～西澤様、長谷部様、

ジトーさんようこそ、石田さんご馳走様です、加

藤さん写真ありがとう。山岸義弘君、豊田義継君

～西澤様ようこそ卓話宜しくお願いします・石田

様ようこそ。石川嘉彦君～丸広エントランスホー

ルの展示会宜しく。水村雅啓君～ガバナー月信に

ＩＭの報告が掲載されました・平岡ガバナー補佐

より写真が大きくなってしまいました。齋藤金作

君、齋藤栄作君、摂田順一君、友野政彦君、粕谷

康彦君～加藤さん地区大会の写真ありがとう。 

 本日\42,000    累計\1,052,050 

 
 

 

会報委員会（石川・関谷）


