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＜今月のお祝い＞  

会員誕生日 
繁田昌利君   大塚拓君 
馬路宏樹君 

夫人誕生日 
友野みゆき様  森田秀子様 
摂田ヨシ子様  

結婚記念日 
摂田順一君   宮崎正文君 
大塚拓君    馬路宏樹君 

＜ビジター・ゲスト＞   

秦野ロータリクラブ       玉木 茂 様 

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 

昨日は総勢６０名（事務局さん含む）ご参加の

第 9回現新会長幹事会が丸広で行われました。入

間はホストクラブですので２回目の担当です。ロ

ータリーは単年度制ですので後少しでお役目を

終える方々と意欲満々の次年度の方々が仲良く

一同に会し親睦と情報交換の楽しい懇親会とな

りました。今年度は地区とのパイプ役である平岡

ガバナー補佐に効果的なクラブ運営のご指導を

頂きながらの一年間でした。又、同期のお仲間達

に心より感謝致します。そして次年度は室伏ガバ

ナー補佐（所沢西 RC）エレクトです。通常です

と幹事を経て会長になるまでの数年間に２回の

会長幹事会を経験しますがクラブの事情で２年

続けて会長をなさり３年目にガバナー補佐とし

てご活躍されます。さて今日は第６回クラブ協議

会です。１７の各小委員会の委員長さん達に経過

発表をお願いいたします。 
 

＜出席報告＞         晝間和弘出席委員 

会員数 出席数 出席率 前回修正率

39 名 31 名 79.4％ --- 

事前欠席連絡 4 名 
 

＜ニコニコＢＯＸ＞     細淵克則ＳＡＡ 

玉木茂様～今日もお世話になります。吉永章子君

～玉木さん、ジトーさんようこそ。間野尚君～狭

山 GC で念願の 100 を切る事ができ、滝沢会員･

繁田会員･会員の皆様ありがとうございます。 

 本日\43,000    累計\1,144,430 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■■幹事報告        齋藤栄作幹事 

第 12 回理事会報告   
＜協議事項＞ 

1.本日で最後の理事会ありがとうございました。     

2.本年度規定審議会を受け、次年度の年度計画書

の発行提案を次年度理事会に申し送り。  

3.新入会員入会希望・社会保険労務士田中快枝様 

 本日事務局よりFAX､7日間文章による異議申し 

立てが無ければ入会承認に向けステップアッ

プします。宜しくお願い致します。職業分類・

水村委員長より社会保険労務士、会員選考・森

田委員長より問題なしとお答え頂いています。     

＜報告事項＞ 

① 6/21～26 2013 年リスボン国際大会  
② 6/17 いるま環境フェア 
③６月の RI レート＠￥100 円 
 

■■委員長報告  

親睦活動委員会         晝間和弘委員長 

6/27吉永年度最終例会に奮ってご参加下さい。 

雑誌委員会            齋藤福太郎委員 

ロータリーの友 6月号横組み 8頁「ロータリー

らしい親睦・奉仕を」29 頁 2570 地区大会、縦組

み 11 頁「卓話の泉で」13 頁には柳壇で入間南 RC

大野会員、荻野会員の作品が載っています。28

頁に我等の生業第二集発行も是非お読み下さい。 

 

■回覧、配布物 

① ガバナー月信6月号 ②ロータリーの友6月号 

③ 6/27 吉永年度最終例会出欠表   
④ 6/16 第２回いるま環境フェアのご案内 
⑤ 入間市観光協会総会資料と年度会費のお願い 
⑥ 2012-13年度 4月末 1-3ゾーン会員数調査報告 
⑦ ロンバートン RI 次期会長広島演説訳文 
⑧ ロータリーカード実績表(2013 年 4 月現在) 
⑨ クラブ奉仕部門会員増強委員会からのお便り 
⑩ 他クラブ週報・例会変更のお知らせ 
⑪ 6/17 Ｒ情報委員会研修会出欠表 
⑫ 4/16 入間南ＲＣとの合同例会会計報告 
⑬ 茶の香めーる Vol.48  
⑭ 週報 44,45 合併号 

第４６号 ２7６４回例会 ２０１３年 ６月 ６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 
 

■会報委員長：関谷 永久 

■当 番：木下 登 

■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 

入間ロータリークラブ    
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■■■第６回クラブ協議会■■■  

 

■職業分類委員会      水村雅啓委員長 

今年度は職業分類表を新しく致しました。再度

整理いたしまして見直しを行い岩崎委員長に引

継ぎたいと思います。今後も職業分類表を起用い

まして会員増強に努めて頂ければと思います。 

■会員選考委員会      森田英郎委員長 

 今年度は三名の新入会員が審議できまして本

当に喜ばしく、感謝申し上げます。 

■会員増強委員会      宮崎正文委員長 

皆さんのご協力で、家庭集会を 3回とホーム例

会で 2回実施。色々なご意見をいただいて増強の

参考になり２名の新入会員が出来ました。未充填

職業のチャレンジとしては、木下さんの電機工事

及び馬路さんの宗教となり又、若年者の入会目標

としても、お二人とも若く達成できたと思います。 

反省点としては退会者が２名出てしまい、純増

２名ができなかった事です。来年度は繁田(光)

新委員長に頑張ってもらいます。 

■ロータリー情報委員会   細淵克則委員長 

 「未来に向けてのクラブ体質の強化」の基本方

針の元、３回(8/2,11/21,2/19)のロータリー塾を

開催いたしました。最後となります第４回目の研

修を 6/17 に行います。(会場に関しましては後日

お知らせします)。その時に入間ＲＣ未来計画を

検討いたしますので、ベテランから若い人の悲嘆

ないご意見をお聞きいたしますので、大勢の参加

宜しくお願い致します。 

■出席委員会         晝間和弘委員 

三ヵ月毎の出席情報報告は出来ましたが、会員

有志を募った合同メークアップの定期的な実施

は行なう事が出来ませんでしたので、来年度の木

下委員長に期待いたします。 

■会報委員会        関谷永久委員長 

宅見委員長から私に引き継がれましたが、ほぼ

すべて石川会員に応援して頂いております。次年

度も見やすい会報になる様にと思っています。こ

れからも宜しくお願い致します。 

■親睦活動委員会      晝間和弘委員長 

活動計画の通り開催でき、特に親睦旅行はロー

タリーならではの旅行となり、印象深く大成功の

うちに終わりました。残る行事としての「最終例

会」を、皆様とご一緒に楽しくいたしましょう。 

■プログラム委員会      繁田光委員長 

年間の活動方針は概ね実行できましたが、卓話

のスケジュール変更等が何回かあり会員の皆様

にはご迷惑お掛けしました。活動計画の一つ二つ

目は実行できませんでしたが、三つ目の「東日本

大震災の復興支援に関連したプログラム」に関し

ては南三陸を支援する入間の会の活動を、入間南

ＲＣの西澤会員の卓話で紹介して頂きました。 

■広報委員会        諸井克彦委員長 

二度のセミナーに参加。他のクラブも大半は植

樹・清掃・市民祭の参加によるＰＲ活動が多く見

られました。又、万燈祭りでの奉仕活動や展示は 

 
 
効果があったと思います。ＦＭチャッピーや入間

ケーブルテレビとの連絡は取っているのですが、

糸口が掴めないまま任期となりました。 
■ロータリー美術館     山根宏夫委員長  

晝間親睦委員長のご報告にもありましたが、今

年は特にツタンカーメン展では皆さんに並んで

いただき、帰りにはスカイツリーを見ながら東武

ホテルで美味しいお食事をし、大変充実したロー

タリー美術館だったと思います。来年度は齋藤金

作会員が美術館長ですので、楽しい企画をお考え

だと思っております。ありがとうございました。 

■健康管理委員会      上野弘勝委員長 

健康の関する卓話は10月18日に防衛医科大学

校小須田先生による「放射線障害の話」を、イン

フルエンザの予防接種は 12 月 6 日にそれぞれ実

施いたしました。人間ドックに関しては最低年１

回自主的に受けますようお願いいたします。ご協

力ありがとうございました。 
■地域発展委員会      大野賢次委員長 

今年の地域発展委員会は社会奉仕委員会、環境

保全委員会と合同で次の事業を行いました。 

入間市児童センターの子供広場に 5 台の丸太

ベンチを寄贈した。又、下藤沢のなかよし公園に

八重紅しだれ桜の苗木を 5本植樹下。 

 地域発展委員会だけでは難しい事業でも、社会

奉仕委員会等と協力すれば成功の確率が高くな

り遣り易かった。 
■世界社会奉仕委員会    関谷永久委員長 

 書損じ葉書のご協力(1,935 円)、飢餓ランチの

実施、ネパールの奨学支援(38 名)には皆様から

のご寄付を頂いております。一年間ご協力ありが

とうございました。 

■ロータリー財団委員会   滝沢文夫委員長 

活動方針はより一層の財団への理解を深める

として、活動計画を立てました。1.財団への寄付

の推進2.国際親善奨学生への支援(事実上特別支

援なし)3.未来の夢計画と実践を考える。その他、

社会奉仕委員会の児童公園への木製ベンチ設置

事業で、財団の資金(地区補助金)を利用できたの

は嬉しい出来事でした。しかしながら、新地区補

助金については先送りになってしまい申し訳な

く思います。次年度のロータリー財団委員会の

方々に大いに期待するところです。 

 

「近況報告」     米山記念奨学生  
スヘバートル・ジャウフラント 様 

 大学四年生に入って論文を書

き始めております。今月の目標と

しては大学の課題を書いて、皆さ

んの前で旨く話せるようになり

たいと思っています。 
 

目に「ものもらい」が出来て可哀相でした。 

会報委員会（石川・関谷）


