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≪ビジター・ゲスト≫ 

日高市教員委員 シンガーソングライター 

長谷川 裕子 様

2013-14 年度ガバナーデシグネート 

本庄ロータリークラブ  高柳 育行 様 

石川パストガバナーにリスボ

ンに発つ前に態々、本庄 RC 迄お

出で頂いたお礼と状況報告にお

邪魔させて頂きました。二年後ガ

バナーになれる様、皆様のご協力

お願い申し上げます。ありがとうございました。 

 

新狭山ロータリークラブ      石 田 嵩 様 

 

2011-12 年度ロータリー財団国際親善奨学生 

               工藤 聖彦 様 

 皆様お久しぶりです。留学先のデト

モンド音楽大学の修士を修了いたしま

した。又その上の課程、ドイツ国家演

奏家資格に２年間進む事になりました

ので報告いたします。来年の 3月には

アミーゴで演奏会を計画いたしており

ますので、これからも宜しくお願い致します。  
 

●●●会長の時間       友野政彦会長 

先週皆様にお配りいたしました定款･細則の改

定案ですが、1箇所訂正がありました。立法案１

３－０６による第 10 条第 5節（c）ですが、新た

に加えられた「クラブ会長の候補者は、指名に先

立つ少なくとも 1年間、当クラブの会員であるも

のとする。」という文言の後に更に「ただし、1

年未満であっても、当該会員の奉仕がこの要件の

趣旨を満たしていると地区ガバナーが判断した

場合は例外となる。」という文章が挿入されます。

もし他に訂正箇所があれば次回例会までにお知 

らせ下さい。Ｇ補佐訪問がある8月29日には「案」

を消した正式な当クラブの定款･細則としてお配 

りしたいと思っております。 

 

 さて、その翌週 9月 5日はガバナー公式訪問と

なります。会長･幹事･エレクト、そして 3年未満

会員との懇談及びロータリー美術館は例年通り

行いますが、クラブ協議会につきましては中井ガ

バナーより以下のご希望が届いております。会員

増強への過去そして今後の取り組み、今年の規定

審議会で採択された 53 件の制定案と 6 件の決議

案についての対応と更には 2016 年の規定審議会

へ向けた意見、今年度の地区運営方針への疑問や

意見、これらを参加者全員で討議したいという内

容です。例年とは異なることが多い本年度の地区

運営ですが、ガバナーのご希望は尊重したいと思

います。 

 また、2530 地区ガバナー及び地区社会奉仕委

員長より「会津の里にこらんしょ！」プロジェク

トの案内が当地区ガバナー事務所に届いていま

ス。当クラブは偶然にもプロジェクト実施期間中

に親睦旅行で会津に行くことになっています。ぜ

ひとも何らかの形で参加したいと思います。 
 

●幹事報告         滝沢文夫副幹事 

7/25 の新旧役員慰労激励会の報告がありまし

たので、理事会後西山幹事より報告いたします。 
 

●委員長報告  

雑誌委員会        水村雅啓委員長 

８月は増強拡大月間です。｢友｣でも会員 10 万

人を目指してサクセスジャパン大作戦の記事を

特集しています。又、｢ロータリー希望の風奨学

金｣の報告が載っています。連絡協議会から内容

をよく読んで経過を把握して、新たな支援をして

ほしい旨の連絡が入っています。トルコと串本町

の絆について串本町長の講演記事に感銘を受け

ました。今月号も内容の濃いものとなっています。

会計報告          山岸義弘会員 

昨年度の会計報告を致します。摂田監事・岩崎

監事に審査頂き、本日お配りした決算書どおりと 

なりました。 

 

 

■会報委員長：関谷 永久  ■当番：上野 弘勝 

■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 

6号 ２773回例会 ２０１３年 8月 8日（木）     

2013-14年度RＩテーマ 

■ 2013-2014 ＲＩ会長：ロン Ｄ. バートン  
■ ＲＩ第 2570 地区ガバナー：中井 眞一郎 

■ 会長：友野 政彦 幹事：西山 祐三  

■ 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 

 

入間ロータリークラブ    

Weekly Report 
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■■■ 講 師 卓 話 ■■■ 
「言葉と体と心はリンクする」 

日高市教員委員 ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾀｰ 長谷川裕子様
 

秋田県に生まれ、伯父が秋田

のロータリークラブに入って

おりました。又、ご縁がありま

して日高ロータリーの唄を作

曲して提供させて頂きました。 

私はアナウンサーをしてお

りますので、話す言葉を大事にして

おり、きつい言葉・否定的な言葉・

言われたくない言葉や言われて腹が

たったり、傷つく言葉を他人や、自

分に対して使わないように心掛けて

ます。日頃参考にしています、「逆転

本」の言葉のシリーズを私はとても気に入って

色々な方にプレゼントいます。事例としては●頑

張→我張→顔晴る ●欠点は欠かせない点 ●無理

=夢離 ●お疲れ様→充実様でした ●失敗した→

挑戦した ●忙しい→盛り上がってきた等々です。  

言葉がなぜ大事かと言います

と｢水からの伝言｣の水の結晶を

見てヒントを得ました。私たちの

体の 70%は水から出来ていて言葉

を発した時に一番最初に自分の

体の水に響きわたり、その時の言

葉により健康な身体や心を左右

するのではないかと思っています。そこで「あり

がとう」を歌にして三枚目の CD を全国の｢カラオ

ケの鉄人｣にて、歌手名：HIRZOKO/曲名：「ありが

とうおめでとう」を出しました。機会が有りまし

たら聞いて下さい。 

 其れではお配りした紙に、言って貰いたい言葉

や、ありがとうと思う時、好きな言葉を書いて下

さい。皆さん色々書かれたと思いますが、私は感

謝力(沢山感謝しているから幸せになる)を大事

にし、「動けば変わる」をモットーにしています。 

迷うのは行動していないからで、とにかく動いて

みてから考え様と自分言い聞かせています。   

スタジオ Mothor's で 13 年間

体操指導を続けていますが、昨

年出しました私の本「自分磨き

は姿勢から」にもあります様に

姿勢が心にも大事で、肩甲骨の

隙間を狭め、首を長くして口角

を上げる事により脳にも良く、

見た目も綺麗になります。 

私の主人は自宅で亡くなりました。四人の子ど

も達と看取り、告別式では子ども達が「大丈夫で

す」「叱ってくれてありがとう」など肯定的な言

葉を大勢の前で言ってくれ、ドンと沈まないで済

みました。其の経験から日本のマザーテレサと呼

ばれている柴田久美子さんの「看取り士」を読み、

ドキュメンタリーを密着して撮りたいと思いま

した。来年の 7 月 11 日に試写会を予定しており

ますので、皆様のご協力宜しくお願い致します。
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜出席報告＞       木下登出席委員長 

＊ 事前欠席連絡 2名 
 

＜ニコニコＢＯＸ＞    忽滑谷明副ＳＡＡ 

高柳育行様～本日は宜しくお願い致します。石田

嵩様～いつもお世話になります。細淵克則君～緊

急のカテーテル手術を致しましたが、元気で働い

ております。吉永章子君、友野政彦君、岩崎茂君

～高柳様・石田様・長谷川様ようこそ入間クラブ

へ・加藤さん写真ありがとう。加藤国夫君、新井

格君、石川嘉彦君、滝沢文夫君、水村雅啓君、山

岸義弘君、忽滑谷明君～高柳ガバナーデシグネー

ト、石田パスト会長ようこそ入間クラブへ・長谷

川様卓話宜しくお願いします。吉沢誠十君、晝間

和弘君、後藤賢治君、齋藤栄作君、宮寺成人君～

滝沢さんホールインワンおめでとう・記念品あり

がとうございます。摂田順一君、斎藤福太郎君、

宮寺成人君～加藤さん写真ありがとう。 

本日 ¥29,000   累計¥168,500 
 
■回覧、配布物 

① ロータリーの友８月号 

② ガバナー月信 2013 年 Vol.2 

③ 埼玉グローバル賞募集 

④ 2012-13 年度一般会計決算書 

⑤ RI2530 地区｢会津の里にこらんしょ｣開催案内 

⑥ ロータリー日本財団から寄付者の皆様へ 

⑦ インターアクトクラブジャーナル 33 号 

⑧ 入間ＲＣ会員名簿見直し訂正願い 

⑨ 他クラブ週報  

⑩ 週報 5号 

会員数 出席数 出席率 前回修正率

39 名 32 名 84.2％ 78.9％ 

会報委員会（関谷・平岡・忽滑谷）

齋藤金作会員コラム第十七


