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＜入会式＞ ようこそ入間ＲＣへ！ 

(株)ウェーブゼンケン 代表取締役社長 後藤健様   
 歴史と名誉のあるク

ラブに入会させて頂き

ました。一日も早く頑

張って行きたいと思い

ますので、諸先輩方の

ご指導宜しくお願い申 
し上げます。 

 

●●●お客様 

入 間 市 長          田中 龍夫 様 

米山記念奨学生  スヘバートル･ジャウフラント 
 

＜今月のお祝い＞ 

会員誕生日 
水村雅啓君  宮寺成人君 
吉沢誠十君  齋藤栄作君 
宮寺正文君  新井格君 

夫人誕生日 
大塚珠代様  諸井悦子様 
後藤美智子様  

結婚記念日 山岸義弘君  山根宏夫君 
＜２月プログラム＞ 

 当番 内 容 

6 日 平岡 
講師卓話 入間市教育委員会 

教育長 村野志朗 様 

13 日 晝間 会員卓話 新井格会員 

20 日 細淵 会員卓話 粕谷クラブ奉仕委員長

27 日 馬路 移動例会 武蔵野音大･楽器博物館
 

●●●会長の時間       友野政彦会長 

皆様明けましておめでとうございます。何とか

皆様のご協力のおかげで半年間会長職を勤めさ

せてもらいました。本年もどうぞよろしくお願い

致します。昨日は午前中に産文で賀詞交歓会があ

り、夕方には所沢において会長幹事会が行われま 
した。年度が始まってからはじめての会長幹事会 

 

 
 
 
 
 

 

だったのですが、各クラブの近況報告を順に行い

ました。この席で入間クラブは一番初めに発言を

求められることが多いのですが、今回は本日入会

式を行える旨報告することが出来、晴れやかな気

分でした。席が中井ガバナーの隣でやや緊張しま

したが、地区大会が既に終わっているせいもあっ

て終始和やかに進行しました。ガバナーより2016

－17 年度ガバナー(ガバナーノミニーデジグネー
ト)の選出を急がねばならないとのメールを頂い
ておりましたが、終始にこやかに過されました。 
クラブの主要行事は前半に多く組まれており、

あと半年は皆様に喜んでいただけるプログラム

を委員の皆様とともに実施していければと思っ

ております。またそれとともに自分もクラブライ

フを楽しむ余裕が出来ればと思います。 
 

●幹事報告         西山祐三幹事 

第 7回定例理事会 ＜協議事項＞ 

1.２月３月のプログラムについて 

＜報告事項＞ 

1.忽滑谷明会員、次年度地区米山記念奨学部門 

委員長に指名 

2.エルトゥ－ルル事務局より入金及び寄付礼状 

3.会津の里へ来らんしょより記念品（赤べこ等） 

4.来週の例会,飯能ＲＣ11名の方々メイキャップ 

5.1 月度ロータリーレート 1ドル 102 円 

6.1/26 第 4 回日台ロータリー親善会議 

7.2/8 第 2 回Ｒ財団及び補助金管理セミナー 

8.1/23 入間万燈まつり実行委員会 

9.1/24 入間市国際交流協会理事会及び新年会 

10.1/28 入間市社会福祉協議会第 3回評議委員会 
 

●委員長報告  

クラブ奉仕委員会      粕谷康彦委員長 

 2 月のプログラムは表記の通りです。晝間プロ

グラム委員長に代わりご報告いたします。 

雑誌委員会         水村雅啓委員長 

今月はロータリー理解推進月間です。田中作次
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前年度ＲＩ会長の昨年度を振り返っての記事が

載っています。日韓ＲＣの比較記事も興味深いで

す。卓話の泉は東京タワーにまつわる記事が載っ

ています。アットワークでは、「ロータリーの友」

を例会で紹介しているクラブが出ています。入間

ＲＣでは昔から遣っている事ですが、こうした記

事も掲載されますので、我クラブでも何か投稿し

てみたいと思います。 
 

ロータリー美術館      齋藤金作委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

＜ニコニコＢＯＸ＞      滝沢文夫ＳＡＡ 

友野政彦君、西山祐三君、滝沢文夫君～残り半年

となりました 今年も宜しくお願いします。友野

政彦君、加藤国夫君～田中市長ようこそお出で頂

きました。滝沢文夫君、忽滑谷明君、吉沢誠十君、

木下登君～後藤様入会おめでとう・加藤さん写真

ありがとう。西山祐三君、山岸義弘君、粕谷康彦

君、繁田光君～田中市長ようこそお越しください

ました・加藤さん写真ありがとう。斎藤福太郎君、

齋藤金作君、石川嘉彦君、関根靖郎君、岩崎茂君、

吉永章子君、友野政彦君、細淵克則君、摂田順一

君、宮寺成人君、齋藤栄作君、荒井正武君、宮崎

正文君、豊田義継君、田中快枝君、馬路宏樹君～

加藤さん写真ありがとうございます。 

齋藤(金)会員の写真を話題として有志の方々から。 

本日\80,000    累計\559,000 

■■■ 講 師 卓 話 ■■■ 
『年頭所感』  入間市長  田中 龍夫様 

 新しい年となり皆様の

お力をかり充実した生活

ができる都市、入間市と

いう事で今年も舵取りを

してまいります。 

 就任して一年と一ヶ月
が過ぎ公約（①子どもの

医療費を中学三年生まで無料化②職員を四年間

で一割削減③三つの河川に遊歩道設置は手始め

に豊水橋から阿須公園迄④休日開庁を今月から

毎月第 1、第 4土曜日の午前中＆図書館の午後 9
時半延長開館）が実行できました。 
今年はスタートを切る事が一杯ある年だと感

じています。第 5次入間市総合振興計画が、平成

28年度までとなり平成 29年度からの新しい総合

計画をたてなければならない年でもあります。又、

平成28年度が市制施行50年となりますので其れ

に向けて準備をしなくてはいけません。 

50 年後の入間市を描くグランドデザインを市

民の皆さんと考え、自然を大事にして商業、工業、

農業のバランスある入間市を目指さなくてはい

けないと思っています。地域福祉の種まき、加治

丘陵の公益化と維持管理、ジョンソン基地の跡地

活用、そして私が一番大事な政策としてシティー

セールスをきちんと遣って参ります。 

歴史、文化、自然、人物、企業そうしたものを

全部把握して発信することによって入間市は面

白いぞとの雰囲気を入間市の内外に見せる事に

より来て頂く、お金を落として頂く、その力で市

民のサービスをもっと増やす事が大事だと考え

ています。それにはご列席の皆様の力添え、バッ

クアップ、チェックをして頂き、俺たちの町はみ

んなで作るお手伝いを宜しくお願いいたします。 

 

＜出席報告＞         木下登出席委員長 

会員数 出席数 出席率 前回修正率

40 名 32 名 80.0％ 84.2% 

事前欠席連絡 2 名 

 

■回覧、配布物   

① ロータリーの友 1月号  

② ガバナー月信 2014Vol.7 

③ ハイライトよねやま 165 

④ 入間市社会福祉事業寄付金のお礼 

⑤ 学友会ニュース第 181 号 

⑥ 国際交流ＮＥＷＳ No.87 

⑦ バギオ基金 2012 年度事業報告書 

⑧ 10/26,27 万燈まつり会計報告 

⑨ 入間ロータリークラブ宛年賀状 

⑩ 1/30 新年会参加申し込み 

⑪ 他クラブ例会変更のお知らせ 

⑫ 週報 22 号,23 号,24,25 合併号 
 

会報委員会（関谷・平岡・忽滑谷）

「新年ロータリー美術館」   
齋藤金作会員･加藤国夫会員･吉沢誠十会

員・滝沢文夫会員・馬路宏樹会員の方々が干

支に関係した作品や新年に相応しい品々を

披露され田中入間市長と共に鑑賞。 
最後に齋藤金作会員が撮られた本栖湖から

の富士山の写真と千円札を見比べてのサプ

ライズがあり、ニコニコＢＯＸに多くの方々

が見比べたお札を入れて下さいました。 


