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＜今月のお祝い＞ 

会員誕生日 

石川嘉彦君   忽滑谷明君 
滝沢文夫君   木 下 登 君 
加藤国夫君  細淵克則君   
荒井正武君  晝間和弘君 

夫人誕生日 
齋藤秀子様   西山晴世様 
宮寺美智子様  

 

＜１月プログラム＞
 

 当番 内 容 

2 日  
クラブ定款第 6条第 1節（C）
により例会取り止め 

9 日 忽滑谷 
市長年頭所感  

ロータリー美術館 

16 日 繁田光 

講師卓話 鈴木俊太郎様 

埼玉りそな銀行入間支店長 

「日本の財政状況について」

23 日 平岡  第 4回クラブ協議会 

30 日  新年会 夜間例会：武蔵クラブ

 

≪ビジター・ゲスト≫ 

米山記念奨学生  スヘバートル･ジャウフラント 
 

■■■クラブ年次総会■■■ 

細淵克則指名委員長 

入間 RC 細則第 3 条第 1 節によ

り、11 月第 1例会にて友野会長よ

り指名委員会を設けるように指

示され、委員長細淵、委員は山岸、

宮寺、吉永の 4名にて 11/11 に指

名委員会を開催、11/21 諮問委員

会にて、第 1号議案 入間 RC ノミニーに粕谷会員

を指名。第 2号議案 入間 RC デジグネートに西山

会員を指名致しましたのでご審議願います。 

 
○総会にて全会一致で承認されました。 

 

西山祐三会員挨拶 

お話を頂き、随分と悩みまし

たが、皆様のご支援とご指導を

賜りながら精一杯努力するつ

もりでおります。どうかよろし

くお願いいたします。 
 

加藤国夫エレクト 
2014～2015 年度、Ｒ会務・「委員会構成」につ

いて今年度、現在まで会員総数３９名に対し、委

員会数２１委員会で活動いたして居りますのは

周知の通りです。次年度は、委員会を統合頂く委

員会を合わせて１８の委員会で、意義ある活動を

させて頂きますようご理解ご協力のほどお願い

申し上げます。  

統合させて頂く委員会、現「会報委員会・雑誌

委員会を統合」「社会奉仕委員会」地域発展・環

境保全を統合させて頂きます。 

次期理事会構成メンバー 

 

●●●会長の時間       友野政彦会長 

本日は 12 月の第 1 例会ですので、年次総会を

開催し、細淵指名委員長からの経過報告後、粕谷

ノミニー、西山デジグネート共にご承認をいただ

き、ありがとうございます。続きまして加藤エレ

クトより次年度の理事の発表をお願い致します。 

この会場で行う例会は今日が今年最後になり

ます。次週は座禅例会、そしてクリスマス会、年

越し蕎麦例会となります。ご家族をお招きするク

リスマス会の食事を豪華にしたため、会員のご負

担が予定より増えてしまうことをこの場を借り

てお詫びいたします。  

会長 加藤国夫 理事(クラブ奉仕) 西山祐三 

直前会長 友野政彦 理事 (職業奉仕) 齋藤栄作 

会長ｴﾚｸﾄ 粕谷康彦 理事 (社会奉仕) 繁田 光 

幹事 滝沢文夫 理事 (国際奉仕) 新井 格 

会計 岩崎 茂 理事（青少年部門) 吉沢誠十 

SAA 忽滑谷明   

■会報委員長：関谷 永久  ■当番：関谷 永久 

■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 

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 
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本日の卓話は石川パストガバナーによる「入間

市の文化遺産」です。卓話で言及されるかと思い

ますが、武蔵豊岡教会を手がけた建築家ウイリア

ム・メリル・ヴォーリズにつきましてほんの少し

私の思いを述べさせていただきます。1880 年に

アメリカに生まれたヴォーリズは英語教師とし

て来日しましたが、建築家・実業家として知られ

ています。そして私にとってのヴォーリズ建築は

武蔵豊岡教会を除けば軽井沢にあるものです。作

家・朝吹登美子の別荘であった「睡鳩荘」はかつ

て二手橋にありましたが、塩沢湖に移築され一般

公開されています。また天皇・皇后両陛下がプレ

ーされたことで有名な軽井沢テニスコートのク

ラブハウス、その近所にあるユニオンチャーチと

集会堂などが主だったところです。「モカソフト」

が美味しい旧軽銀座のミカドコーヒーの場所に

かつてヴォーリズ設計事務所があったそうです。 

 

●幹事報告         西山祐三幹事 

第 6回定例理事会 ＜協議事項＞ 

１.1 月 2 月のプログラムについて 

２.万燈まつり会計について 

３.ロータリー委員会の見直しについて 

  会報委員会及び雑誌委員会を会報・雑誌委員

会にそして社会奉仕委員会に（地域及び環境

委員会）を統合する 

＜報告事項＞ 

1.11/28 交通事故防止運動出陣式(11/28～12/14) 

2.12/ 8 第 5 回来日･派遣学生オリエンテ－ション 

3.12/15 米山カウンセラー会議・クリスマス会 

4.12/17 入間南ＲＣクリスマス家族会 

5.1/8 会長幹事会,1/9入間基地賀詞交歓会,1/10

入間市商工会賀詞交換会,1/16入間市青年会議

所賀詞交歓 

7.11 月 21 日臨時理事会 ＜協議事項＞ 

①フィリピン台風災害への義援金を国連人道問

題調停事務所あて 30 万円の義援金を送金する 

②ＮＰＯ邦人エルトゥ－ルルが世界を救うへの

入会及び寄付金の件。今年度 5万円を送金する 

③クリスマス会会費の件 

未就学児は無料・ 

小学生は 3千円・中学生以上は家族と同額 

 

●委員長報告  

雑誌委員会         水村雅啓委員長 

 今月は家族月間です。親子、きょうだい、夫婦、

親族 3 人以上がロータリアンという方々をご紹

介しています。バギオ基金の記事については、知

らない会員もいるかもしれません。一読してくだ

さい。各地で地区大会が開催されました。趣向を

こらした今年の地区大会をご覧ください。 

「わがまち・・・・・そしてロータリー」は宮城

県名取市です。津波にのまれた閖上の復興につい

ての記事です。  

 

プログラム委員会       晝間和弘委員長 

1 月のプログラムは表記どおりです。間野尚親

睦委員長が忙しく、皆様にご迷惑をお掛けしてお

りますが、12 月 19 日のクリスマス家族会と 26

日の年越し蕎麦例会に多くの方のご参加宜しく

お願いします。 
ロータリー美術館       齋藤金作委員長 
 一月第一例会のロータリー美術館への出展ご
協力宜しくお願い致します。話は違いますが、世

界の災害に際し、ロータリーとして社会奉仕や国

際奉仕を時期を逃さず効果的な活動を行ってい

けたらと思います。 

地区ロータリー財団委員会  細淵克則委員長 
 12/1 に財団のセミナーに参加してきました。 

坂本ガバナーエレクトは、どんな小さな会議や、

オリエンテーションにも必ず来て頂いており、来

年への意気込みと自分の立場を良く考えていら

っしゃるのを強く感じています。 

 

＜出席報告＞         諸井克彦出席委員 

会員数 出席数 出席率 前回修正率

39 名 24 名 61.0％ ― 

事前欠席連絡 7 名 
 

＜ニコニコＢＯＸ＞      滝沢文夫ＳＡＡ 

友野政彦君、西山祐三君、摂田順一君、粕谷康彦

君、宮崎正文君、晝間和弘君～加藤さん写真あり

がとう、滝沢さん柚子ありがとう。石川嘉彦君、

後藤賢治君～滝沢さん柚子ありがとう。細淵克則

君、齋藤栄作君、荒井正武君、滝沢文夫君、田中

快枝君～加藤さん写真ありがとう。関谷永久君～

滝沢さん柚子ありがとう、上藤沢地区のゴルフコ

ンペがあり、何を間違ったか 42,40 でベスグロ優

勝できました。新井格君～早退します。 

本日\68,000    累計\479,000 

 

■回覧、配布物   

① ロータリーの友 12 月号  

② 第 4回日台ロータリー親善会議のご案内 

③ 2012-13 年度ロータリーの友事務所事業報告 

④ 腎・アイバンク 2013 第 25 号 

⑤ 12/12 座禅会出欠表 

⑥ 12/19 クリスマス家族例会出欠席表 

⑦ 12/26 年越し蕎麦例会出欠席表 

⑧ 他クラブ例会変更のお知らせ 

⑨ 週報 20 号・21 号 

⑩ 本日の卓話資料 

⑪ 滝沢会員より柚子を沢山 

 

 

 

⑫ 訃報 所沢ロータリークラブ元会員 安部一様 

    通夜: 12/8 午後 6時 

    告別式:12/9 午前 11 時 30 分 

   場所:  所沢市斎場 



 - 3 -

  

■■■ 会 員 卓 話 ■■■ 
 

「入 間 市 の 文 化 遺 産 に つ い て」              石川嘉彦会員 

 2011年 4月に「入間市の文化遺産をいかす会」が設立されました
この会の発足のきっかけは、16号国道に面した日本キリスト教団武
蔵豊岡教会が入間市駅北口区画整理事業にかかることになり、古い

建物だから取り壊して新築しようとの意見が多かったのです。この

礼拝堂は1923年に名設計者W.M.ヴォー
リズの設計による建物で関東地方では 3
つしかないものの一つで入間市のランド

マークにもなっていることから何とか補

修して曳き家し保存しよう、という働き

かけを始めるために発足しました。 
この会は 2012年度入間市の市民提案型協働事業の委託を受
け「こけーらマップ」などを作成、入間市商工課と市内の文

化遺産めぐり、2013年には入間市博物館と共同でまるひろロ
ビーに於いてヴォーリズ展、さらに本年 12月 15日には今も残る米軍ハウスの見学会と入
間市産業文化センターでの講演会を企画しています。 
入間市は大変文化度の高い市です 渋澤栄一指導の下に発知庄平 粕谷儀三 繁田武平

などにより「道徳銀行」後の黒須銀行の創立 豊岡公会堂の建設及びそこを使っての「豊

岡大学」では全国から著名な先生を招いて講演会が開かれました。 

  
入間市の文化遺産についてはまだ語りつくせませんが、本日どうしても国際ロータリーの

大きな変化について情報を提供させてください。 

 
国際ロータリーは大きく変化しています。 

 
これは新しい RIのロゴマークです  
襟につけるピンは今までと全く変化はありません。 

 
 

 
進行中の主要な取り組み 
★ロータリークラブセントラル 
 （素晴らしい人たちとのネットワークが築ける場所、それがロータリークラブ） 
★ロータリー・ショーケース（ネットを通じて様々な地域社会での働きを伝える） 
★ロータリーのブランド強化 
★ソーシャル・ビジネス戦略 
★公共イメージの向上（他の慈善団体との違いを強調する） 
★R財団の未来の夢計画の全面導入 
そして戦略計画です。詳しいことは新しい RIのホームページをご覧ください。 
  会報委員会（関谷・平岡・忽滑谷）


