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＜ビジター・ゲスト＞ 

日高ロータリークラブ     花家 孝之 様 
 

＜入会式＞ ようこそ入間ＲＣへ！ 

ビジネスサービス  社会保険労務士  

田中 快枝 様    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名誉と伝統ある入間ＲＣに入会させて頂き感

謝いたします。事務所を立ち上げてまだ半年しか

経っておりませんので、皆様方から色々と教えを

請いながら自分自身成長して行きたいと思って

おります。宜しくお願い致します。 
 

●●●会長の時間       吉永章子会長 

今日は待ちに待った女性会員、社会保険労務士

の田中快枝さんが晴れてご入会になられました。

早くこのクラブに馴染めるようこの新しいロー

タリアンを宜しくお導きください。 

 さて、6 月 17 日(日)産文センターに於いて細

渕情報委員長の下、第四回ロータリー情報委員会

が開催されました。ちなみにもこの委員会はロー

タリーに関する知識やルールを学ぶロータリー

塾です。この日のタイトルは他の団体には無くロ

ータリーだけの｢職業奉仕｣についての卓話です。

講師は第二奉仕部門理事の吉沢会員です。理念と

実践について「ロータリーに於ける職業奉仕と

は」どのような事を言うのでしょう。あらゆる職

業に関わる中で奉仕の理想を生かしていくこと

でロータリーが育成、支援することと説明されて

います。参加者は自分の職業を照らし合わせて理  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解された事と思います。入間クラブは 40 歳代か 

ら 60 歳代の会員の皆様方が多く将来性のあるク

ラブです。２～３年後をしっかり見据えてこれか

らの若者達によるクラブの活性化が楽しみにな

りました。 

 又、今日はこの会場で行う最後の例会です。未

だ済んでいない小委員長と部門委員長の事業報

告があります。その後、ガバナー補佐、SAA、幹

事、会長挨拶に入ります。 
 

■■■幹事報告        齋藤栄作幹事 

1. 本年度は３年に一度開催される規定審議会が
開催されロータリーインターナショナルの標

準定款の見直しをする立法案が成立。 

立法案に反対表明がある場合は2013年 8月 23

日までにエバンストンの世界本部に必着とな

ります。当クラブの票数は 38―62 名 ２投票

数となります。ちなみに現在までに反対表明で

立法案が覆ったことは無いそうです。 

2.公益財団法人ロータリー米山記念奨学会より

５月の寄付金傾向が参りました。 

普通寄付金納入状況下期分として 2570 地区は

納入クラブ数52分の50 96％入間クラブは38

名文の 34 名納入 89.5% 普通寄付・特別寄付累 

計￥30,299,595 となります。 

 

 

 

■■委員長報告  

親睦活動委員会         晝間和弘委員長 

一年間ご協力ありがとうございました。来週の

吉永年度最終例会に多くの方の出席お願いしま

す。事前にお土産を申し込むことも出来ます。 

 

社会奉仕委員会         粕谷康彦委員長 

 6/16 に第二回入間環境フェアーに行って参り

ました。駿河台大学伊藤教授、田中入間市長、加

治丘陵管理組合の方々の講話があり、会場には環

境にやさしい省エネ・太陽光・エコ・リサイクル

されている水･エコカー等が展示されていました。 

第４8号 ２7６6回例会 ２０１３年 ６月 20日（木）
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友野政彦会長エレクト 

‘13 年規定審議会で採択された立法案で、標準

ロータリークラブ定款が改訂になります。これに

伴い細訓を変更する必要が生じますので、委員会

を立ち上げ検討したいと思います。是非ともお知

恵を拝借したく存じます。従って次年度・年度計

画書の｢定款・細則｣は別刷りとなりますのでご了

承下さい。 

 

宮寺成人直前会長 

明日より会長と加藤会員と私とでリスボンの

国際大会に 12 時 

間掛けてパリ、其 

処からリスボン迄 

3 時間程を要して 

日曜日の本会議出 

席と見学をして参 

ります。 

 

 

 

＜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

40 名 29 名 74.36％ 83.8％ 

事前欠席連絡 7 名 

  

 

＜ニコニコＢＯＸ＞     細淵克則ＳＡＡ 

花家孝之様～今日はお世話になります。過日の日

高ＲＣ30 周年には会長・幹事様ありがとうござ

いました。田中快枝君～本日よりお世話になりま 

す。吉永章子君、細淵克則君、山岸義弘君、友野

政彦君、諸井克彦君、忽滑谷明君、宮崎正文君、

新井格君～田中さんご入会おめでとう・花家先生

ようこそ入間クラブへ。加藤国夫君～先週はお休

みで申し訳有りません 田中さん入会おめでとう。

平岡達也君、岩崎茂君～花家先生 30 周年おめで

とうございます 田中さん入会おめでとう。吉沢

誠十君～先日の職業奉仕担当のロータリー情報

委員会に多くの会員の方のご参加を頂きありが

とうございました・田中さん入会おめでとう。宮

寺成人君～吉永会長と加藤委員長と明日から水

曜日迄国際大会に行って来ます。吉永章子君～一

年間お世話になりました。 

 本日\36,000    累計\1,192,430 

 

■回覧、配布物 

① ハイライトよねやま 159 

② 国際ロータリー2013 年規定審議会決定報告書 

③ 5/30 夜間例会会計報告(大子) 
④ 立法案反対表明書式 
⑤ ロータリー米山記念奨学会 5月の寄付金傾向  
⑥ 他クラブ週報・例会変更とお知らせ 
⑦ 埼玉県警察より「ルールを守って安全運転」 
⑧ 週報 47 号  

■小委員会報告 (先週に引き続き) 

雑誌委員会        関根靖郎委員長 

活動計画にあります、「ロータリーの友」の記

事紹介・投稿の依頼は達成できましたが、地域へ

の配布は色々と問題があり行なえませんでした。

1月号の俳壇と 2月号のロータリーアットワーク

に齋藤金作パスト会長に投稿して頂きました。委

員長として我がクラブの会員からの投稿を読ま

して頂けるのは本当にありがたかったです。 

 

■五大奉仕委員長 事業報告(先週に引き続き) 

 クラブ奉仕委員会      加藤国夫委員長 

本年度の活動計画とし

て 5 項目ほど挙げさせて

頂いた中でクラブの活動

が楽しく魅力あるクラブ

運営ができるよう努めて

参りました。親睦委員会

をはじめとし各委員会と

も連携して、家庭集会を通して理解を深め、意義

あるクラブ活動の充実を図ることが出来たもの

と思います。親睦委員会・プログラム委員会とも

密度をもった家庭集会に終始し、ロータリー美術

館委員会との共同開催を持ち、家族を含めた、ク

ラブ活動の活性化にも繋がったものと理解して

おります。 

会員増強はクラブ活動の基本です。増強計画を立

てて 3名の増強につなげる事が出来ましたが、一

方、健康上の理由で残念ですが 3名の方の退会が

ありました。出席はクラブにとって三大義務の一

つです、メークアップの機会を多くもって頂き、

何パーセントかの出席率向上に期待します。 

皆様には一年間ご協力頂き有難うございました。 

 

 
平岡達也ガバナー補佐挨拶 

皆様こんにちは。ここ

のところ第 3 グループ内

の各クラブに年度末の挨

拶に行っていましたので、

ホームクラブの出席がま

まならず、ご迷惑をおか

けしています。 

ガバナー補佐の役目は担当したクラブを支援す

ることですので、「会長・幹事会」の開催や担当

クラブを訪問してコミュニケーションを諮りま

した。その間、ホストクラブとしての入間クラブ

の吉永会長、斎藤幹事、そして奥田さんには大変

お世話になりました。 

ＩＭにつきましては皆様ご承知のとおりですが、

水村実行委員長を始めとする皆さんのがんばり

で、素晴らしいＩＭを開催することが出来ました。 

おかげさまで私にとりましても大変楽しい 1 年

でした。1年間大変お世話になりましたことに厚

くお礼申しあげます。 

■■ガバナー補佐・会長・幹事・ＳＡＡ挨拶■■



 - 3 -

細淵克則ＳＡＡ挨拶  
 一年間会員の皆様の

協力に対し心より感謝

致します。今年度は吉

永会長の方針として、

入間RCとして秩序ある

例会の運営を任されま

した。定刻始まり、定

刻に終了する為のタイムスケジュ－ルの調整と会

員の協力、例会中の私語の協力。当番会員の素晴

らしい設営など、会員の皆様には大変お世話にな

った一年でした。席順は年 3 回実施いたしました

が、席の組合せでは苦労をしました。出来れば 4

回は席替えを実施したかったです。食事は、前年

度のメニュ－を一切利用しませんでした。何か新

しく美味しい食事と考えましたが、回数を重ねる

内にマンネリ化してしましました。飢餓ランチと

間違えられる程の食事内容は今後の課題だと思い

ます。またニコニコ BOX は予算の 100 万を大幅に

上回る 120 万の協力を頂きました。改めて会員の

皆様の心使いに感謝申し上げます。 

 

齋藤栄作幹事挨拶  

１年間皆様には大変お

世話になりました。皆様

にはあるいは窮屈な思い

をさせてしまったかも知

れませんがロータリーの

友情でご勘弁下さい。 

さて、私は体調不良が原

因で退会された平岡勲一郎会員が会長エレクト

の時に幹事に指名されましたがそれから２年後

吉永会長に再度指名され幹事となりました。RI

会長に日本人３人目として田中作治さんが就任

された事、平岡達也会員が第３グループガバナー

補佐を受けられ IM を水村雅啓実行委員長の元主

催したことも大変な思い出となりました。また会

長幹事会も事務局をやらせていただき大変でし

たが充実したロータリーライフでした。さらに

RIも大きく変革しており 2013 年度からロータリ

ーの長期計画が(未来の夢計画)戦略計画となり、

ロータリー財団の補助金が戦略計画に沿って大

きく変わりました。そして３年に一度の規定審議

会が開催され大きく RI の標準定款が変わりまし

た。まさに激動の変革の流れを身近で見せていた

だきました。正にこれからのロータリーはこの変

革の流れに沿って進んで行くと思われます。幹事

の仕事、各理事構成メンバーの本来の役割が出席

率ともに再度重要視されている事も見逃せませ

ん。ロータリーの最重要課題であるポリオ撲滅に

ついてもインドで野生のポリオの発生が無くな

りました。ロータリーの素晴らしい功績です。 

ロータリーの任期は１年間の単年度制です。単年 

度制組織は綱領・目的を明確に大事にし、全ての 

会長がロータリーの目的に添って年度の活動を

展開する事により組織が継続して行く特性をも

っています。今年度吉永年度で５４人の会長に引

き継がれて来た入間ロータリークラブの伝統と

会員の皆様に感謝をして幹事の挨拶と致します。 

 

吉永章子会長挨拶 

 2012～13 年度、国際ロー

タリー104 代田中作次 RI 会

長、国際ロータリー2570 地

区鈴木秀憲ガバナーの下、入

間ロータリークラブ 5４代

目の会長を務めさせて頂き

ました。1年はめくるめく早

く入会させて頂きましてか

ら１５年の歳月が流れ私達を取り巻く時代の変

化の中でロータリーも少しずつ変わりつつあり

ます。2013 年７月１日から「未来の夢計画」が

一斉スタート。又、規定審議会で行われた標準ロ

ータリー定款採択事項が同時に効力を発揮しま

す。ロータリーが変革する狭間に大役を受けさせ

て頂くに当たり、資料作りのため昨年の３月に会

員の皆様に５項目の意識調査アンケートを行い

ました。内容は☆入間ロータリークラブの長所と

短所 ☆関わってみたい奉仕活動 ☆会員減少

の原因と対処策 ☆「未来の夢計画」についての

認識度 ☆入間 RC の未来像を描いての希望、提

案等。これらを参考にして①奉仕の実践 ②未来

を見据えてのクラブ体質の強化。この２つの方針

を掲げさせて頂きました。幾つかの計画事例

は・・R財団への協力（人頭分担金、寄付金等）・・

東日本大震災の復興支援（石巻支援からロータリ

ー希望の風奨学金支援に切り替え）・・会員増強

と退会防止（３名増強２名退会・純増 1 名）・・

公共イメージと認知度の向上・・ＩＭの成功（ホ

ストクラブ）等があり「入間 RC の未来像」に関

しては情報委員会、社会奉仕委員会のご協力を得

ながら人道的奉仕のプロジェクトを模索してい

ましたが道半ばにして交代時期を迎えました。次

年度に繋げてまいりたいと思います。 

ふりかえってみますと●効果的クラブ運営が出

来たかどうか？ 事実に焦点をあてて話せた

か？ 相手の自信と自尊心を尊重する事が出来

たかどうか？ 周りとの建設的関係を大切に出

来ただろうか？ 改善のためのイニシアチィブ

が出せたかどうか？ 自ら実践して行動を起こ

せただろうか？ この様なことを自分に問いか

けながら今日を迎えました。至らない点、多くあ

ったと思いますがロータリーの寛容の精神でお

許し下さい。 

 最後に入間クラブは素晴らしいクラブです。そ

して人材の宝庫です。このクラブの会員として誇

りを持ちましょう。 私の良きパートナーであっ

た斉藤栄作幹事を始めメンバーの皆様方のご協

力に心よりお礼を申し上げます。一年間ありがと

うございました。 

会報委員会（関谷・石川）


