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■会報委員長：関谷 永久  ■当番：晝間 和弘 

■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
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＜今月のお祝い＞ 

会員誕生日 

後藤賢治君  粕谷康彦君 
豊田義継君(古希)  

これからは齢を取って若返り、 
素晴らしいロータリアンにな 
りたいと思います。 

夫人誕生日 
水村安代様  山岸弥生様  
斎藤慶子様  大野喜久代様 

＜４月プログラム＞
 

当番 内 容 

3 日 森田 会員卓話 趣味の話 

10 日 諸井 
会員卓話 職業紹介 

田中快枝会員・後藤健会員 

17 日 
 

入間南ＲＣとの合同例会 

4 月 15 日に振替夜間例会 

24 日 山岸 第５回クラブ協議会 

＜ビジター・ゲスト＞ 

飯能ロータリークラブ    沢辺 瀞壱 様 

米山記念奨学生  スヘバートル･ジャウフラント 

 本当に一年間お世話になりありが

とうございました。四月から社会人

となりますが、所沢在住ですので、

機会がありましたら呼んで頂ければ

と思います。宜しくお願いします。 

●●●会長の時間       友野政彦会長 

中井ガバナーより国際基督教大学（ICU）が建

学６０周年を迎え、｢東ヶ崎潔記念ダイアログハ

ウス｣を竣工し、その建設資金の一部である２億

円の寄付要請を受けた件の報告がありました。

ICUはアジアで唯一ロータリーセンターが設置さ

れている大学で、その繋がりから 2009‐10 年度

の 34 名のガバナーが協力を約束しました。しか

しその翌年度からの寄付額の累計は 5,300 万余

であって地区ごとにばらつきが多く、当地区と

2540(秋田)はゼロであると言う事です。因みに東

ヶ崎潔氏は日本人初の RI会長(1968－69 年)です。 

 今後会員の皆様に趣味のお話をして頂く事に

なりますが、私の子供の頃からの一貫した趣味が

｢虫｣です。昆虫少年には枕頭の書とも言うべき昆

虫図鑑があり、かつては一世代に一冊昆虫図鑑、

より正確に言えば蝶類図鑑のベストセラーがあ

りました。最初のベストセラーは平山修次郎著

｢原色千種昆虫図譜｣(昭和 8年)です。当時として

は前例の無いカラー図鑑で、解説文は難しい漢字

とカタカナで書かれており、しかも文語体です。

しかし私には｢台湾ニ産スル大型美麗種ナレドモ

極メテ稀ナリ｣等の文章がいかに戦前の昆虫少年

の胸を熱くしたか良くわかります。次は横山光夫

著｢原色日本蝶類図鑑｣(昭和 29 年)になります。

所謂団塊の世代の方が愛用されました。私はこの

図鑑も持っていますが、むしろ次の世代に属し多

くの図鑑が刊行されバラエティーに富んできた

頃です。敢えて枕頭の書を挙げるとすると白水

隆・黒子浩共著｢標準原色図鑑 蝶・蛾｣でしょう

か。圧倒的に美しい図版を用いており、解説文は

分布・生態・食草・雌雄の区別・変異に分けられ

学術的でした。その後も現在に至るまで優れた図

鑑が次々と刊行され、百花繚乱ともいえる時代を

迎えています。昆虫図鑑に関して日本は質量とも

にダントツで世界一です。 

●幹事報告         西山祐三幹事 

第 9 回定例理事会 ＜協議事項＞ 

１.4 月・5月のプログラムについて 

２.地区補助金申請の件 保育園、幼稚園、小学

校等の発達障害児への教材支援 

＜報告事項＞ 

１.3/ 8(土)次年度地区チーム研修セミナー 

２.3/12(水)第 3 グループ会長幹事会 

３.3/16(日)ＰＥＴS（会長エレクト研修セミナー） 

４.4/6(日)米山記念奨学会オリエンテーション 

  忽滑谷明会員、カウンセラー木下登会員、 

  奨学生 アリカム アキラム君 出席 

５.3/ 9(日)入間市少年野球連盟総会 

６.4/21(月)入間ケーブルテレビ杯ゴルフ大会 
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●委員長報告  

雑誌委員会         水村雅啓委員長 

3 月は識字率向上月間です。又、3/10～16 は世

界ローターアクト週間です。ローターアクターた

ちの様々な活動を紹介しています。黄其光ＲＩ会

長エレクトのインタビュー記事が載っています。

ロータリーでの自らの経験、ロータリーに対する

思いを述べています。「ブランドリソースセンタ

ーへようこそ」の記事は、来年度の広報に必要な

ロゴなどが分かります。わがまち…そしてロータ

リーは福島県いわき市です。 

プログラム委員会      晝間和弘委員長 

 4 月のプログラムは表記の通りです。今月の 27

日の移動例会は楽器を観るのではなく、聞く方で

して、アミーゴにてピアノとビオラ演奏会です。

奮ってのご参加宜しくお願い致します。 

ロータリー美術館      齋藤金作委員長 

 家庭集会を 3/13 に後半の事業の取り決めを、

ロータリー美術館、プログラム、親睦の各委員会

で合同の家庭集会を開催いたします。先週の楽器

博物館見学は大変素晴らしく、ご覧になっていな

い方は是非見に行かれたらと思いました。 

地域発展委員会       大野賢次委員長 

 本日、防犯灯の器具と工事を発注しました。産

業文化センターに 2器つけます。カメラの下には

「贈呈マーク入間ロータリークラブ」のステッカ

ーを貼り付けます。 

 

＜出席報告＞         豊田義継出席委員 

会員数 出席数 出席率 前回修正率

40 名 31 名 77.5％ 77.5% 

事前欠席連絡 3 名 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞      滝沢文夫ＳＡＡ 

晝間和弘君～馬路会員・後藤会員スピーチ宜しく

お願いします。お陰様で娘の大学進学が決まりま

した。豊田義継君～沢辺様ようこそお越しくださ

いました。古希のお祝いありがとうございます。

忽滑谷明君、吉沢誠十君～ジトさん米山記念奨学

終了おめでとう。たまには連絡お願いします。 

本日\41,000    累計\713,000 

 

■回覧、配布物   

① ロータリーの友 3月号 
② ガバナー事務所からの通達(3 通) 
③ ICU とﾛｰﾀﾘｰの結びつきとﾛｰﾀﾘｰ平和ﾌｪﾛｰｼｯﾌﾟ 
④ 2013 年版手続要覧申込書 
⑤ フィリッピン台風 30 号の被災地救済のお願い 
⑥ RI 日本事務局財団室 NEWS3 月号 
⑦ ネパール奨学里親申込み確認書 
⑧ 4/30 メーキャップへのお誘い(飯能 RC へ) 
⑨ 埼玉ユネスコ協会 生徒からの手紙 
⑩ 3/27 アミーゴ移動例会出欠表 
⑪ 他クラブ週報＆例会変更のお知らせ 
⑫ 週報 33 号 

■■■イニシエーションスピーチ■■■ 

後藤健会員  （職業分類：電気工事・鉄道関係) 

私は１８歳迄、ボーイスカウト活

動をして参りました。そこでの経験

も、奉仕の精神に非常に通じる物が

あります。又、毎週の例会において

の｢会長の時間｣が大変好きで、聞か

せて頂いた話を自社でのコミュニケ

ーションでの場で使わせて頂いております。 

父が大分県の出身で、母が会津若松の出身です。

住居は小谷田、事業所は春日町です。会社名ウェ

ーブゼンケンとはウェーブは交流電気の波形を

表し、ゼンケンは、父の名前｢全正｣の｢ゼン｣と私

の名前｢健｣の読み方｢ケン｣をつけて社名になり

ました。平成４年に父が JR を退職し、最初は二

人であちこちの現場にて作業してきました。その

後、鉄道電気関係の会社より声が掛かるようにな

りました。現在では 21 期目を迎え、19 歳から上

は父の 75 歳迄、社員数 17 名で日々忙しく働いて

おります。終電後から始発電車までの作業が多く

労働環境もきついですが、公共インフラを守る・

列車の安定安全輸送を守る使命で日々従業員と

頑張っています。私と推薦者の木下さんとは、埼

玉県電気工事工業組合にて知り合い、その後、入

間市の電設会や法人会で、顔を合わせる事が増え、

この度入間ＲＣにご紹介いただき、現在を迎えて

おります。若輩者でございますが、今後のご指導、

ご鞭撻、ご厚情の程をお願いいたします。 

■■■職業紹介スピーチ■■■ 

馬路宏樹会員       （職業分類：宗教) 

曹洞宗長徳寺の住職を先代のあと

を継いで 15 年勤めております。住職

とは字の通り、住む事が職業と言え

ると思います。「お寺に住まう」とは

本尊様や歴代の住職がたに香､華､燭､

仏飯をお供えしてご供養(読経）。いつ誰が来訪し

ても良い様に綺麗に清掃。伽藍や境内を隅々まで

点検して不備な所は修前。お檀家様からの相談や

依頼に答える等が仕事となります。 

私は恐山に平成5年から10年間勤めていました。

恐山は特に宗派を前面に出していないですが、管

理しているのはむつ市の曹洞宗円通寺です。お寺

の名前は恐山菩提寺といい、もとは天台宗で慈覚

大師円仁によって開かれた霊場です。当時は円通

寺の弟子 2名と院代 1名と私の 4名の僧侶と従業

員男女併せて 20 名が勤めており、受付けに坐って

いますと参拝者の方々が下北弁、津軽弁、東北弁

で話され、耳がなれて理解するのに 1 年は掛かり

ました。「亡くなった人の魂は恐山に来る。」ここ

は娑婆と違い三途の川を渡った彼の岸である、恐

山に来れば亡き人と一緒に過ごす事ができる。当

時 20 名ほどのイタコが恐山に居て、大祭と秋祭り

の期間だけやって来ました。目の不自由な老婆が

ばかりだか、中には 20 代の方もいたが、今では亡

くなった方が多く人数は半分以下と聞いています。 

会報委員会（関谷・平岡・忽滑谷） 


