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≪今月のお祝い≫ 

  

「米寿」         斎藤福太郎会員 

 大正14年 7月 25日に生まれ、

40 歳の時にこの入間クラブに

入らせて頂きました。もう直ぐ

で 50 年となります。僭越なが

ら、これからも皆様方のご支援

宜しくお願い致します。 

「古希・今に感謝して」    吉永章子会員 

 いきとし生けるものすべて

に与えられるものは齢(よわ

い)です。先輩たちに対しては

“ボツボツこれからお伺い致

します”とお声掛けします。又、

後の方々には“お待ちしていま

す”とお誘いしています。でもこれらは決して追

いつけ追い越す事の出来ないルールがひかれて

います。古希を一つの節目として自分らしさを模

索していきたいと思います。 

 

≪ビジター・ゲスト≫ 

入間南ロータリークラブ 会長  澤田 平司 様 

入間南ローリークラブの 24

代目会長となり、本日はお忙し

い中の第一例会にお邪魔させ

て頂きました。入間クラブと入

間南クラブとは相互に今より

も多くの機会を持って遣って

行けたら好いのではないかと

思っております。一年間宜しくお願い致します。  

 

米山記念奨学生 スヘバートル・ジャウフラント様 

 

≪7 月プログラム≫ 

 当番 内 容 

4 日 新井 会長・幹事・ＳＡＡ挨拶 

11 日 荒井 第２回クラブ協議会 

18 日 石川 各小委員長年度計画発表 

25 日  新旧役員慰労激励会 

≪8月プログラム≫ 

 当番 内 容 

1 日 岩崎 会員卓話 

8 日 上野 講師卓話           

15 日  クラブ定款により例会取止め 

22 日 大塚 講師卓話  

29 日 大野 第３Ｇガバナー補佐訪問     

 

会長バッチ交換 
 

吉永前会長から 

   友野新会長へ 

 

 

■地区からの感謝状 

石川嘉彦会員・水村雅啓会員・平岡達也会員 

細淵克則会員・忽滑谷明会員・滝沢文夫会員 

 

●●●会長の時間       友野政彦会長 

 改めまして皆様今日は。伝統ある入間ロータリ

ークラブの５５代目会長に就任させていただき、

その責任の重さを痛感しております。私はクラブ

在籍１５年目になりますが、これまで多くの尊敬

すべき先輩たちに親切なご指導を受けてまいり

ましたことをとても感謝しております。しかし未

だ勉強不足の為不明なことも多々あります。この

１年間会長職を全うするためには、まず自分自身

が努力することは勿論ですが、会長一人では何も

出来ません。西山幹事をはじめ共に運営に携わる

役員の皆様、そしてクラブを盛り立てていただく

会員誕生日 
齋藤金作君 吉永章子君(古希) 
田中快枝君  齋藤福太郎君(米寿)

夫人誕生日 石川桂子様 

結婚記念日 吉沢誠十君 

 

 

■会報委員長：関谷 永久  ■当番：新井 格 

■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 

１号 ２76８回例会 ２０１３年 7月 ４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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各委員長さん、さらには会員の皆様のご支援とご

協力があって初めてクラブ運営が出来るのです。

またパスト会長様のご指導も賜りますよう御願

いいたします。どうぞ一年間宜しく御願い申し上

げます。尚、回覧しておりますが地区より

2013-14 年度ガバナーノミニーの報告がありま
した。本庄ロータリークラブ所属の高柳育行氏

（1953年生れ）です。詳細は回覧をご覧下さい。 
●幹事報告         西山祐三幹事 

第 1回定例理事会報告＜協議事項＞ 

1.田中市長を名誉会員に推薦する件 

2.8 月のプログラム 

3.パーマネントファンド年 30＄以上(R 財団半期

毎15＄以上)食事費より飢餓ランチとして支払 

4.前年度最終例会会計報告 

5.事務局夏季休暇の件 

6.繁田昌利会員、退会の件 

7.ホームページ更新、パソコン教室マウスへ依頼 

8.入間市ゴルフ協会年会費 10,000 円の件 

9.入間市少年野球夏季大会 お祝金 5,000 円 

 ＜報告事項＞ 

① 7/ 3 入間万燈まつり実行委員会 
② 7/10 地域交流研修会 

③ 7/12 夏の交通事故防止運動出陣式 

④ 7/13 米山記念奨学委員会 

 

●委員長報告  

親睦活動委員会          間野尚委員長 

7/25 の新旧役員慰労・激励会(武蔵クラブ)に

大勢の参加お待ちしています。 

雑誌委員会        水村雅啓委員長 

本年度、雑誌委員長になりました。一年間よろ

しくお願いします。「ロータリーの友」新年度の

巻頭を飾るのは、アメリカ・ノーマン RC のロン

D・バートン新 RI 会長の記事です。オクラホマ大

学の財団理事長を 30 年近く務めたバートン会長

の人となりをお読みください。また、日本の３４

地区のガバナーの紹介も載っています。 

プログラム委員会      晝間和弘委員長 

7,8 月のプログラムは表記どおりです。一年間

宜しくお願いいたします。 

 

ロータリー財団地域セミナー報告 

 細淵克則委員長 

7/2 ロータリー財団地域セミナー(ZONE1‐2-3）

がグランド、プリンス高輪で開催されました。当

地区から中井ガバナー、坂本 Gエレクト、地区幹

事と松本部門委員長以下財団のメンバ－で出席

しました。主催者、来賓の挨拶に続き｢2013-14

年度ロータリー財団目標｣｢ロータリー世界平和

フォーラム広島｣の御礼が有りました。13-14 年

度より新たに恒久基金/大口寄付アドバイザ－を

設け活動が始まりました。当日は東京白金のガバ

ナーが 2,500 万円の寄付を申し出てアーチ C、ク

ランフ・ソサエティ会員になりました。「規定審

議会における財団関連立法案に関する報告」、エ

ンド・ポリオ・ナウではポリオの感染状況と 2018

年に終息宣言が出来る様に、寄付のお願いが有り

ました。当 2570 地区から出ているロータリー平

和フェロ－8期生、熊谷在住の金子由香さんの「パ

レスチナ・ガザの人々に寄り添って」の報告が有

りました。パレスチナではイスラエルにより、長

さ 735ｋｍ高さ 8ｍ(ベルリンの壁は 43ｋｍ・3ｍ)

の壁が作られ、完全に外部と遮断されています。

ガザ地区では国境は完全にイスラエルの管理下

に有り、海上封鎖も行われています。しかしパレ

スチナの人々は、仕事が無くイスラエルの壁作り

やイスラエル人のパレスチナ地区の違法な入植

者の為の住宅建設をしているのが現状です。経済

はイスラエルに頼っており、重要な水資源もイス

ラエル側に有ります。この様な地域で金子さんは

母子の健康指導や平和の為に活動しています。こ

れからも金子由香さんを応援したいと思います。
 

 

＜出席報告＞       木下登出席委員長 

＊ 事前欠席連絡 3名 
 

＜ニコニコＢＯＸ＞    滝沢文夫ＳＡＡ 

澤田平司様～本日はお世話になります。石川嘉彦

君～田中快枝さん入会おめでとうございます。ロ

ータリーを楽しんで下さい。友野政彦君、西山祐

三君、滝沢文夫君～一年間宜しくお願い致します。

友野政彦君、西山祐三君～澤田会長ようこそ１年

宜しくお願いします。吉永章子君～友野年度にバ

トンタッチできました。岩崎茂君～友野年度いよ

いよスタート心よりお祝いします。関根靖郎君～

友野会長・西山幹事今年頑張ってください。斎藤

福太郎君～お蔭様にて八十八歳を迎える事が出来

ました。加藤国夫君、関谷永久君～澤田新会長お

忙しいところありがとうございます。荒井正武君

～ようこそ澤田会長･遅れました。田中快枝君～友

野会長､会員の皆様には色々お世話になります。 
晝間和弘君～早退いたします。 

本日¥69,500  累計¥69,500 
 
■回覧、配布物 

① ロータリーの友 7月号 

② ガバナー月信7月号 (石川会員が第2770地区       

よりお借りしたのを回覧) 

③ 前年度ＲＩ2570 地区収支明細と御礼 

④ 第２回いるま環境フェアー協賛御礼 

⑤ 7/25 新旧役員慰労・激励会出欠表 

⑥ 国際ロータリー細則第 13 条による公表 

⑦ 日高ＲＣ花家孝之様からの写真展お知らせ 

⑧ 8/22 入間市ゴルフ協会コンペ開催のお知らせ 

⑨ リスボン国際大会での写真(加藤会員より) 

⑩ 他クラブ週報＆例会変更等のお知らせ 

⑪ 48,49 号週報 

会員数 出席数 出席率 前回修正率

39 名 29 名 76.31％ 76.92％ 



 - 3 -

●2013～2014 会長･幹事･ＳＡＡ挨拶 
 

友野政彦会長挨拶 
私が会長に就任さ

せていただきました

この年度は｢変革｣の

時であるといえるで

しょう。皆様既にご

存知のように「未来

の夢計画」が完全実

施となりロータリー

財団が大きく変わり

ます。この変革へは迅速に且つ慎重に対応するつ

もりです。更に中井眞一郎ガバナーは、この背景

にある「重点項目への注力と事務の簡素化」は財

団補助金のみならず地区やクラブの業務全般に

及ぶものであるとの意思で変革に取り組んでい

ます。具体的には行事やセミナーの簡素化、月信

や報告書をペーパーレスで行うことであり、これ

によって地区賦課金が大幅に減額となりました

のでクラブ運営は財務面で楽になりました。その

一方で戸惑いを感じることが少なくないのも事

実です。地区協議会は通常と異なりましたし公式

訪問も合同で行なう予定でした。 
 変革の時代にも継承すべきものがあります。５

４年の歴史と伝統に養われた品格こそ大切に受

け継がれるべきものと思っております。このこと

を念頭に運営に当たらせて頂きます。 
 

西山祐三幹事挨拶 
入間ロータリークラ

ブ、第 55 代友野年度で

幹事という大役を仰せ

つかり、役の重さをひ

しひしと感じていると

ころです。 

 4 月 10 日に地区協議

会がありましたが、今

年度はガバナー方針に

より、各クラブから、数名程での参加との事で、

友野会長、粕谷クラブ奉仕委員長、荒井職業奉仕

委員長、そして私が行って参りました。従来の各

部門別セミナーは行なわれず、私としては地区協

議会で勉強させて頂く予定が狂ってしまいまし

た。従いまして、最近、手続要覧、クラブ幹事要

覧を読んでおるところです。 

幹事としての主な責務は、クラブの効果的な運営

を支える事となっております。 

まずは、会長を補佐し、クラブ役員と協力し、例

会、或いは移動例会等をスムーズに運営してまい

りたいと思います。 

その他 幹事には、以下のような責務があります。 

１.会員記録を整理し、保管する。 

１.例会、理事会会合、委員会会合などの諸会合

の通知を送る。 

１.例会、理事会会合、委員会会合の議事録を作

成し、保管する。 

１.会員半期報告書（SAR）をはじめ、RI と地区

への提出が義務づけられた報告書を作成し、7

月 1 日と 1月 1 日に RI への分担金を支払う。 

１.例会の出席を記録し、月ごとの出席率を毎月

最終例会の後 15 日以内にガバナーに報告。 

１.クラブ役員と協力する。 

１.幹事によって行なわれている、その他の通常

任務を遂行する。 

 幹事とは、全ての面で精通をしてなくてはなら

ないものと痛感しましたので、今後、知識を得る

べく努力して参りたいと思います。皆様方のご指

導、ご協力を賜りまして 1年間務めて参りたいと

思います。どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

 

滝沢文夫ＳＡＡ挨拶 
本年度(友野年度)のＳＡＡを仰せつかりまし

た滝沢です。SAA はタイムコントロールや例会の

食事や座席の指定が主な仕事となります。本日の

食事は第 1例会にあたり、会長幹事には 1年間を

元気に働いていただこうとの趣旨でカツ重にい

たしました。 

さて、SAA とは日本語にしますと会場監督とな

りますが、会場監督は会員の皆様をコントロール

しなければならない重要な役割を担っています。 

色々と調べましたところ、SAA は例会場の管理権

者であることから、会長経験者及びロータリアン

として経験が深い会員の中から任命されること

が望ましいとされているようです。そのようなこ

とからすれば、私のような者 SAA が務まるか心配

でございますが、会長よりのご指名でございます

ので１年間その職を勤めていく所存です。 

皆様の温かいご支援とロータリーならではの

寛容の精神に支えていただき頑張る所存です。 

本日の食事はともかく、次回からは毎回が飢餓ラ

ンチの如くになって仕舞うやも知れませんが、よ

ろしくお願い致します。又、前年度のニコニコボ

ックスは予算の100万円を2割も上回る120万円

になりました。今年度の予算も 100 万円ですが、

これを上回るようになればと考えております。 

簡単な挨拶になりましたが、今年度１年間どう

ぞよろしくお願い致します。 

(滝沢ＳＡＡの写真掲載は、会報担当古川のミス

により掲載が出来なく、申し訳ありません) 
 
  
  

会報委員会（関谷・平岡・忽滑谷）



 - 1 -

        

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

●●●会長の時間       友野政彦会長 

中井ガバナーより各クラブの会長・幹事及び地

区役員宛に「地区運営に関するお知らせ」が届い

ています。その内容ですが、重点項目への注力と

事務の簡素化により地区委員会活動費・地区管理

運営費を減額したことは既に先週お話しました

とおりですのでここでは繰り返しません。今日は

ガバナー公式訪問について申し上げます。既に

「年度計画書の読み上げ」は時間の無駄なのでや

めてほしい旨は伺ってましたが、今回は特に会員

増強への取り組みと規定審議会の採択結果への

取り組みをお聞きしたいとの事です。後者につき

ましては、既にお伝えしておりますが、委員会を

立ち上げ定款の変更とそれに伴って如何に細則

を直すのかを検討し、ガバナー公式訪問までに完

成させる予定でおります。 

さて、昨日は地域交流研修会に出席してまいり

ました。市の教育関係の方と事業者の団体とで 6

年前に立ち上げた会ですが、更に多くの団体が加

わり、存在感を増していたのが印象的でした。今

後とも青少年奉仕の一環として関わってゆきた

く思います。 

●委員長報告  

会報委員会        関谷永久委員長 

 今年度の週報表紙はスポーツに関係する写真

をと思っています。第一号は昨年の国際大会が開

催されたタイにて、入間クラブ会員がゴルフをし

ている写真を掲載しました。会員の皆様も良い写

真がございましたら協力お願いいたします。又、

今日お配りしたピンクのバインダーはお持ち帰

りになって活用下さい。 

親睦活動委員会          間野尚委員長 

7/25 の新旧役員慰労・激励会(武蔵クラブ)へ

の大勢の参加お待ちしています。又、7/17 に親

睦活動・プログラム委員会とロータリー美術館と

合同で家庭集会を「和食よへい」にて行ないます

ので、出席宜しくお願い致します。 

 

●五大奉仕委員長年度計画発表● 

クラブ奉仕委員会      粕谷康彦委員長 

 クラブ奉仕委員会委員長
はクラブ奉仕の諸活動全部

に対して責任を持ち、且つク

ラブ奉仕の各特定分野につ

いて設置された、あらゆる委

員会の仕事を監督･調整する

任務を持つものとする。11
の委員会がありますが、各委員長さんが努力して

行動計画を作成して実現下さい。 
1. 会員増強は会長も重要性を強調しております
退会者を防止して少なくとも純増１名を目標。 

2. 例会にはプログラムが欠かせない存在で、卓話
やクラブ事業等スケジュールを組んで運用。親

睦活動は会員・家族・他クラブとの親睦と交流。 
3. ロータリー情報、会報、広報は活動内容を会員
及び地域社会に公開して貰いたい。 

4. 出席委員会は例会に出席する事は、ロータリア
ンの義務であり、出席率 100%とは言いません
が、其れに近い所まで持っていきたい。 

一年間会員皆様のご協力宜しくお願い致します。 
 

職業奉仕委員会       荒井正武委員長 

 本年度職業奉仕委員長と

して、心強いベテラン石川委

員、宮寺委員共にどうぞ宜し

くお願い申し上げます。活動

計画の中で一点「あえて職場

から例会場へ例会場から職

場へ」と掲げさせて頂きまし

た。逆にあえて申し上げる事ではないかも知れま

せんが、私自身は今まで例会に出席する際は、背

広等に着替え来て居ましたので大変でした。職場

の服装で、そのまま例会場へ参加、終わってその

まま職場に戻る事が出来たらありがたいと思い、

委員会で活動計画に付いて話し合ったところ同

意が得られました。実践に際して宜しくお願い申

 

 

■会報委員長：関谷 永久  ■当番：荒井 正武 

■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 

2号 ２769回例会 ２０１３年 7月11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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し上げます。又、健康管理委員会についても豊田

委員長はじめとして活動計画を推進して頂き会

員の健康増進に寄与して参ります。 
 

社会奉仕委員会       忽滑谷明委員長 

 地域発展委員会及び環境保

全委員会と協力し、入間ＲＣな

らではの事業を模索、推進し、

地元地域社会に貢献するよう

努力致します。地区の活動には

例年通り協力致します。地域発

展委員会では、関係機関と協議

し、市内に防犯カメラの設置を考えております。

万燈まつりでは、バザー、焼き芋販売、入間ＲＣ

パネル展示等ご協力をお願い致します。
 

 

●地区委員長挨拶● 
ロータリー財団委員会     

細淵克則 地区資金管理委員長 

この委員会は 2013 年より始

まる｢夢計画｣により新しく発

足した委員会です。私の仕事は、 

①財団補助金の慎重な管理を

徹底させ、適切な補助金管理指

導。②財務管理計画の作成を初

め｢地区の覚書(MOU)｣の実施を援助。③補助金管

理セミナーの実施等､クラブの参加資格認定を援

助。④補助金に関する財団への報告、クラブと地

区が提唱する適切な補助金管理の徹底。⑤補助金

に対し、資金管理のモニタリングと評価。⑥補助

金に関する全ての人が利害の対立を避ける様、徹

底させる。⑦補助金関連活動での資金の悪用や不

正を解決する手順を定め、悪用や不正が有れば R

財団に報告し地元で初期調査を実施。⑧財務管理

計画の年次評価を承認し、この結果が地区内のク

ラブに通知されるよう確認する。 

R財団としてお願いしたい事はクラブと地区で

覚書(MOU)を必ず締結して頂く事です。MOU を交

さないとグロ－バル補助金、地区補助金の申請出

来ません。MOU を結ぶには、来年初めに行われる

資金管理セミナーにクラブから必ず 1 名が参加

していないと MOU を結ぶ資格が出来ません。そし

て、クラブには資金管理委員会を立上、使用した

補助金や帳票書類等を 5 年間管理保管の義務が

生じます。友野会長下で地域の有効な事業を計画

して頂き、加藤年度で実施されればと願います。 

社会奉仕委員会 

齋藤栄作 地域社会奉仕委員長 

自治権と決議機関（理事会）

である理事会がある組織はク

ラブと RI だけであり、地区は

地区にあるクラブのサポート

と RI からの情報をいち早く分

かり易くクラブに伝える事が

役割だと思っております。私は今年度大きく変わ

った国際ロータリー戦略計画に沿ったロータリ

ー財団の補助金を今後のクラブの社会奉仕活動

に上手に活用する事が大切である事を各クラブ

に情報発信する事、各クラブが行う社会奉仕事業

を記録し皆様に活用して頂く事を２本柱の活動

内容にしようと考えております。社会奉仕委員会

に滝沢会員がブライダル委員会には吉永会員が

おりますので私としては心強く感じております。 

地区の組織は今年度中井ガバナーの元大きく

変化しました。その変化についてクラブが影響を

受ける事はありません。パスト・ガバナーが担当

していた各部門の諮問委員制度が無くなり、次に

各部門委員長が無くなりました。混乱はしました

が現在までにその変化を受け入れ委員会を中心

に次の段階に進もうとしているロータリアンの

能力に改めて敬意の念を持ち気持ちよく活動し

て参ります。 

米山記念奨学委員会   忽滑谷明 推進委員長 

７月１３日に第１回部門セミナーを予定して

おりますが、本セミナーでの米山奨学会の説明は

石川ＰＧにお願いしております。  
 米山月間では米山記念奨学推進委員長として奨
学生と共に各クラブに出向き、米山奨学事業及び

寄付のご理解、ご協力を呼びかけます。  
 

＜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＞    滝沢文夫ＳＡＡ 

粕谷康彦君～友野年度でクラブ奉仕を担当する事

になりました。微力ながら一年間勤めさせて頂き

ます。会員の皆様のご指導､ご協力お願い致します。

友野政彦君～大野会員母堂のお通夜・告別式の受

付を担当して頂いた会員の皆様ありがとうござい

ます。岩崎茂君、齋藤栄作君、

西山祐三君、宮崎正文君～関谷

さん写真ありがとうございま

す。滝沢文夫君～嬉しいニュー

スです。2009～2011 年度米山
奨学生のコチャワンパッタマ

ーさんにお子さんが 7/8誕生さ
れました。(伊藤蒼空君) 
本日\7,000  累計\76,500 

 
■回覧、配布物 

① RI2570 地区本年度地区運営に関するお知らせ 

② 国際交流ＮＥＷＳ No.85 

③ ＲＩ日本事務局財団室ＮＥＷＳ７月号 

④ 7/25 新旧役員慰労・激励会出欠表 

⑤ 高松南ＲＣより全国のロータリアンの皆様へ 

⑥ シェルターボックスに関するＲＩからの連絡 

⑦ 6/27 吉永年度最終夜間例会会計報告 

⑧ 他クラブ週報＆例会変更のお知らせ 

⑨ 1 号週報 

会員数 出席数 出席率 前回修正率

39 名 29 名 74.3％ 100％ 

会報委員会（関谷・平岡・忽滑谷）
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●●●会長の時間       友野政彦会長 

ロータリーの友 7 月号にロン・バートン RI 会

長の紹介記事が掲載されていたのをお読みかと

存じますが、バートン会長は今年こそポリオ撲滅

の年にしたいとの決意を述べると共に、R財団へ

の寄付の重要さも訴えています。 

既にクラブ協議会で申し上げましたが、日本の

ロータリークラブには財団とともに米山奨学会

があり、更には東日本大震災からの復興支援もあ

り、そのどれもが重要です。その一環として昨年

は万燈まつりの売り上げを「希望の風」へ寄付さ

せて頂き、今年の親睦旅行は東北に行きたいと思

っております。詳細は親睦委員会と調整いたして

おりますが、日程は 9月 25 日～26 日で決定して

おります。今から調整して頂き多くのご参加をお

願いいたします。 

 

●幹事報告         西山祐三幹事 

1.2016～2017 年度ガバナー(ガバナー・ノミニー

デジクネート)推薦のお願いを回覧してます。 

2.入間 RC ホームページ会員ログイン ID、パスワ

ード未登録＆変更の方は届出書を提出下さい。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜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＞    滝沢文夫ＳＡＡ 

大野賢次君～母の葬儀では大変お世話になりまし

た。    本日\10,000  累計\86,500 
 
■回覧、配布物 

① ハイライトよねやま 160 

② 2016-2017 年度ガバナー推薦のお願い 

③ ガバナー月信 Vol.1 

④ 7/25 新旧役員慰労・激励会出欠表 

⑤ 他クラブ週報 

⑥ 2 号週報 

 

●五大奉仕委員長年度計画発表● 

 

国際奉仕委員会      吉沢誠十委員長 

 ロータリーの国際奉仕は
奉仕の理想の共鳴者が手を

繋ぐ事により国際親善・理解

を行い、更に理解を深め世界

平和を打ち立てる事が狙い

です。 

 活動計画としては①ロー

タリー財団・米山記念奨学会への寄付②書損じ葉

書によるネパール支援③米山記念月間・世界理解

月間に関連した卓話計画④米山奨学生を会員全

員で支援と地区委員長である忽滑谷会員と細淵

会員を全面的にバックアップします。 

7/13 の部門セミナーで地区の米山奨学委員会

委員長の大沢様から寄付についての卓話をさせ

てもらいたいと話がありました。奨学生は皆熱い

想いで日本に来ており、特にジトは真面目で若い

のに大変苦労している方です。なるべく皆様と接

する機会を多くして米山記念奨学会を身近に感

じていただくのもこの委員会の使命と思ってい

ますので皆様のご協力宜しくお願い致します。 

ロータリー財団共々お金を出すだけでなく何

かもっと現実として感じられる事が出来ればと

思っています。 

会員数 出席数 出席率 前回修正率

39 名 31 名 79.5％ 76.9％ 

 

 

■会報委員長：関谷 永久  ■当番：石川 嘉彦 

■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 

3号 ２770回例会 ２０１３年 7月18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 

大野賢次会員 ご母堂ご逝去挨拶 

 先日は母の葬儀にご協力頂きありがとう

ございました。今日で二週間が経ち寂しさを

感じております。母は病院に入院した事がな

く、その丈夫な体の遺伝子を私も受け継いで

いますので、90 歳迄とはいかなくてもマダマ

ダ頑張れると思っています。 
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● 各 小 委 員 長 年 度 計 画 発 表 ● 
■職業分類委員会      岩崎茂委員長 

特に新しい時代に沿った未充填の職業分類を

見つけ出し、会員増強活動に活用して参ります。 
■会員選考委員会     森田英郎委員長 

会員増強委員会、職業分類委員会と連絡を取り

全ての申し込みに対する委員会の見解を理事会

に報告する責務を実行して参ります。 

■会員増強委員会       繁田光委員長 

ロータリーの魅力を積極的にアピールし、入会

促進を図ると共に、現会員とのコミュニケーショ

ンを徹底し、退会防止に努めます。 

■ロータリー情報委員会  山岸義弘委員長 

直近のパスト会長と共に新入会員はもとより、

経験のある会員及び会員候補者の方々に必要に

応じて情報を提供・実施していきたいと思います。 

■出席委員会        木下登委員長 

会合・活動に参加する事により各委員会への活

動に協力ができます。欠席する場合は、メイクア

ップを奨励し、又無断欠席のない様に必ず電話連

絡を入れて下さい。宜しくお願い致します。 

■親睦活動委員会      間野尚委員長 

年度計画に沿って活動して参ります。 

早速、昨日家庭集会を開き 11 名参加の元、親睦

旅行を 9 月 25 日～26 日を予定していますので、

今からご都合をつけ、ご参加宜しくお願いします。 

■雑誌委員会       水村雅啓委員長 

「ロータリーの友」を読んで頂き記事に対して、

ご意見をお聞きしようかと考えておりますので、

皆様ご協力宜しくお願い致します。 

■プログラム委員会    晝間和弘委員長 

年度計画に基づき、一年間進めていきたいと思

っておりますが、今年は会員卓話は個人的に指名

させて頂きますのでご協力宜しくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■広報委員会        新井格委員長 

フェイスブックの活用や、先日の環境フェア等

の入間地区でのイベント参加に措いて、地区の皆

様へロータリー活動を広報する事により会員増

強にも繋がればと思っています。 

■ロータリー美術館    齋藤金作委員長 

例会が寛げる場所、安らげる場所になるような

雰囲気作りのお手伝いが出来ればと思っていま

す。今、決まっております事項は、9/5 ガバナー

訪問に際しての美術品のご協力お願いと、親睦旅

行で訪ねます美術館は、日本の近代美術の発祥で

ある茨城県近代美術館になっています。 

■健康管理委員会     豊田義継委員長 

会員の長老の方々に卓話として健康管理につ

いてお話していただければと考えています。又、 

予防接種等、活動計画に基づき実施して参ります。 

■地域発展委員会     大野賢次委員長 

今年度は「防犯カメラ」を有効に取付ようと、

社会奉仕・環境保全委員会と共同で一つの目標に

向かって努力していきます。少し、ハードルが高

いですが、協力し合って実現できる様頑張ります。 

■環境保全委員会     後藤賢治委員長 

防犯カメラ設置の協力と加治丘陵保全等、入間

市環境行事への参加や協力を行なって行きます。 

■ロータリー財団委員会  齋藤栄作委員長 

今年度からロータリー財団の補助金が新地区

補助金・グローバル補助金の 2 種類となります。

RI 戦略計画に基いて寄付だけではなく使う事も

でき、何に使われたのか、より明確になりました。 

■米山記念奨学委員会   宮崎正文委員長 

米山奨学制度を理解して貰い、地区目標額に達

するよう寄付のお願いをし、奨学生に対し支援・

協力することが、一番の活動だと思っています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会報委員会（関谷・平岡・忽滑谷）

☆会場：武蔵クラブ  

☆点鐘：午後６時３０分
4号 ２771回例会 ２０１３年7月25日 
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≪今月のお祝い≫ 

会員誕生日 森田英郎君  

夫人誕生日 
齋藤純江様 荒井和子様 
関根保子様 

≪9月プログラム≫ 

 

≪ビジター・ゲスト≫ 

米山記念奨学生 スヘバートル・ジャウフラント様 
 

●●●会長の時間       友野政彦会長 

現在ロータリークラブは 200 以上の国と地域

に､3,400 余り存在します。民族･言語･文化･習慣

等が全く異なる全てのクラブが、ただ一つの定款

を持っています。この定款は 3年に一度開催され

る RI 規定審議会でのみ改正することが出来ます。 

2013 年 4月 21～26 日にシカゴにて開催された

規定審議会においては、199 件の立法案が審議さ

れ、その決定事項の抜粋を石川 PG のお骨折りに

よって作成していただきましたのを、皆様もご覧

頂いているかと存じます。今年度は規定審議会で

採択された立法案を反映させるべく、定款･細則

の見直しを行う事になっておりました。 

前年度 6月の理事会におきまして、定款・細則

の見直しにつきましては一任されましたので、年

度が改まってから既にお伝えしてますとおり、委

員会を立ち上げ見直し作業を行う事に致しまし

た。委員は石川 PG、平岡前 G補佐、齋藤（金）P

会長、吉永直前会長、加藤エレクト、西山幹事、

私で、2 度に渡って委員会を開き検討した結果、

本日の理事会で承認を頂き、ご覧頂いている形に

変更され、皆様に配布させていただいた次第です。   

 

●幹事報告         西山祐三幹事 

第 2回定例理事会報告 ＜協議事項＞ 

１．9月、10 月度のプログラム 

２．前年度会計決算書の報告 

３．定款・細則の改定の件 

４．Ｒ財団寄付 会員協力寄付 50＄以上 

（半期毎２５＄以上） 

           使途指定寄付年２０＄以上 

（半期毎１０＄以上） 

  米山寄付 普通寄付 年間 4,000 円以上 

（半期毎 2,000 円以上） 

５．万燈まつり協賛金 10,000 円 

６．出席免除申請、摂田会員､森田会員､関根会員 

７．米山奨学委員会、米山カウンセラーに対して

行事参加費補助の件 

＜報告事項＞ 

①ＲＩ人頭分担金・地区分担金支払い 

②8/10 入間市福祉大会, 8/14,15 秩父音頭まつり 

8/22 入間市ゴルフ協会コンペ, 8/22 社会奉仕

委員会, 8/31 第 1 回Ｒ財団セミナー 

④8月ロータリーレート １＄100 円 
 

●委員長報告  

プログラム委員会        繁田光委員 

9 月のプログラムは表記どおりです。10 月は 3

日｢米山奨学生卓話 スヘバートル・ジャウフラン

ト様｣、10 日｢入間南ＲＣ合同例会｣、17 日｢講師

卓話｣、24 日｢万燈まつりに振替｣、31 日｢万燈ま

つり慰労会｣となっています。 
 

＜出席報告＞       木下登出席委員長 

＊ 事前欠席連絡 3名 
 

＜ニコニコＢＯＸ＞    滝沢文夫ＳＡＡ 

齋藤福太郎君～お蔭様で本日(7/25)米寿になりま

した。友野政彦君～定款･細則の見直しでは多くの

 当番 内 容 

5 日 粕谷 ガバナー公式訪問・Ｒ美術館 

12 日 木下 
講師卓話 大野木憲司様 

 (トヨタ東京 自動車大学校)

19 日 後藤 会員卓話     

26 日  親睦旅行(9/25～9/26) 

会員数 出席数 出席率 前回修正率 

39 名 31 名 79.5％ 84.6％ 

 

 

■会報委員長：関谷 永久  ■当番：岩崎 茂 

■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 

5号 ２772回例会 ２０１３年 8月 1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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皆様にご協力頂き感謝しております。豊田義継君

～旧軽井沢ゴルフクラブシニア選手権取りました。  

齋藤金作君、平岡達也君、岩崎茂君、上野弘勝君、

荒井正武君、大野賢次君、粕谷康彦君、木下登君、

摂田順一君、西山祐三君、忽滑谷明君、宮崎正文

君、山岸義弘君、吉永章子君～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。 
7/25 ¥10,000    累計¥96,500 
本日 ¥43,000   累計¥139,500 

 
■■職業紹介スピーチ■■ 

 

 田中快枝会員 （職業分類：社会保険労務士) 

私は、飯能の小学校・

中学校から城西大学附属

城西高校卒業間近になり

母に「栄養士なんかいい

んじゃない？」の一言で

女子栄養大学を受験しま

したが、あえなく失敗。

その年は、知人の紹介に

より雀荘でアルバイトを

し、受験失敗から１年を

過ごしました。でも、まだ将来の目標が無く、経

理の勉強でもしようかなと考え学校へ。そして、

雀荘のママの紹介で税理士事務所に就職し、大変

に勉強になった２年半後、アメリカへのホームス

テイに応募、但し渡航は１年後、そこで「お金を

貯めよう」と考え人材派遣に登録しました。派遣

の仕事を１年半やり、アメリカへ約１年間遊学し、

とっても楽しい時間を過ごしてきました。帰国し

てからは人材派遣会社からの紹介で渋谷の自社

ビルを管理している会社に就職することができ

ました。そこで大好きな上司と出会い、私が社会

保険労務士を目指すきっかけにもなりました。こ

の上司が平成１２年に役員定年で退職。その頃は、

希望退職を募ったりしている時代で、資格ブーム

でもあり、「社会保険労務士」を目指し勉強を始

めました。平成１４年に受験し合格と同時に、そ

の年一杯で会社が売却されることになり退職し

ました。平成１５年末に社会保険労務士として事

務所を立ち上げたのですが、なかなか顧問先も見

つからず「勤めにでも行こうかな？」と考えてい

た矢先に木村先生から「後継者を捜しているので

どうですか？」とお誘いを頂き、先生とは一度の

面識も無かったので大変驚きましたがお世話に

なることにしました。しかし、残念なことに木村

先生が昨年１２月に亡くなられ、先生のお嬢さん

から「父の後をやって頂けますか？」といって頂

きました。又、顧問先の殆どが継続してくださり

大変有難いことと感謝いています。この会も吉永

さんや山岸さんにお誘い頂き流されるままに入

会しましたが、先日の“新旧役員激励会”の際、

沢山の方とお話をさせて頂き入会して良かった

なと実感しています。 
これからも宜しくお願い致します。 

■■定款・細則の改定について■■ 

石川嘉彦会員 

2013年 4月21～26日に開

催された2013年度の規定審

議会の決定に従って、入間

RC でも友野会長、吉永直前

会長が中心となり委員会を

作り、クラブ定款及び細則

の変更に取り組みました。 

全員この規定審議会報告書を熟読し今日配布い 

たしました定款及び細則の案が出来上がりました。 

8 月 23 日までに我々の反対表明の申し立てが

なく RI 理事会に於いて付託事項が採択されれば

2013 年版手続き要覧が作成され日本語版も 11月

頃には発行されますので多少の変更はあるかも

しれませんが、今日配布の案を 2013 年 7 月 1 日

より適用される入間 RC 定款・細則としたいと思

います。採択事項の中での定款の大きな変更は 

① 5 大奉仕の 5 番目を青少年奉仕に変更する事
（13-69） 

② 出席規定 半期に 12 時間の奉仕活動に参加

する事（13-13） 

健康上の理由から 12 ヶ月以上欠席しても理

事会が承認すれば欠席としない（13-22） 

③ 地区協議会の名称をクラブ・リーダーシップ
研修セミナー に変更する（13-58） 

但し日本では「地区研修・協議会」と称する 
 

その他定款の変更には影響はありませんが 

① 人頭分担金を 2016 年まで毎年＄1 増額する

（13-126） 

② 次々年度のガバナーをガバナーデシグネート
と称する（13-90） 

③ 家事のため仕事を中断、または仕事をしてい
ない人を正会員と認める（13-43） 

 

また否決された制定案には 

① 例会に関して、月2回にする 3回にする 例
会を年 6回まで取り止めに出来る（13-35 等） 

② 家事専業の人を正会員として認める（13-42） 
③ メークアップの期間を例会の 14 日前後でな

く半期以内にする（13-19） 

今回の規定審議議会に提出された、制定案や立法

案を見ると国際ロータリーの変化が読み取れま

す。我々入間ロータリークラブは常にロータリー

の理念に基づいて楽しい例会と奉仕活動に励み

ましょう。 
 

■回覧、配布物 

① 第 12 回ロータリー日韓親善会議のご案内 

② 学友会ニュース 2013 年 7 月号 

③ 入間ロータリークラブ定款・細則 

④ 入間ＲＣ会員名簿見直し訂正願い 

⑤ 茶の香めーる Vol．49  

⑥ 週報 3,4 合併号 

 
会報委員会（関谷・平岡・忽滑谷）
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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 
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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）
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≪ビジター・ゲスト≫ 

飯能ロータリークラブ     土屋 良一 様 

 

ソニー(株)ＤＩＭＫ部 αＭＫ課  

統括課長                     小板 秀昭 様 

マーケティングマネージャー  岩井 剛  様 

 

●●●会長の時間       友野政彦会長 

前回の例会で申し上げました定款･細則の改定

案ですが、既にお眼を通していただけたかと存じ

ますが新たな訂正はありましたでしょうか。特に

無ければ、ご承認いただけたということで有難う

ございます。次回の例会はガバナー補佐訪問とな

りますが、「案」の無い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、既に夏休みを取られた方も多いと思いま

すが、この夏、国立科学博物館の特別展「深海」

を見てまいりました。深海は宇宙と共に人類に残

されたフロンティアであり、「海底 2 万里」等Ｓ

Ｆの名作の舞台にもなっております。魅力ある企

画と思われ、先月中に来場者が 10 万人を突破し

ており、私が行った時も平日でしたが非常に混雑

していました。数年前の「恐竜展」も大入りでし

たが、最近は「かはく」も非常な集客力を感じま

す。子供の頃から「かはく」へは数え切れないく

らい足を運びましたが、昔はいつ行っても人が少

なくひんやりした場所という思い出が残ってい

ます。大きな変化です。 

 内容は、様々な深海生物の標本や潜水調査船

「しんかい 6500」の展示や、ユニークな深海生

物の映像などありましたが、何といっても主役は

ダイオウイカです。深海（水深 650～900 メート

ル）に棲む巨大なイカで大きな物は全長 18 メー

トルに達するといわれています。その生態はほと

んど知られていませんでしたが、昨年「かはく」

の窪寺恒己教授が小笠原沖でその生態映像の撮

影に世界で初めて成功し、半年ほど前にＮＨＫで 

 

放映されました。調査船が付けた餌を食べに、真

っ暗な深海からシャンパンゴールドに輝くダイ

オウイカが表れる映像には鮮烈な印象を受けま

した。この映像は劇場版にリメイクされ、各地の

映画館で上映されるそうです。更に売店では本や

ＤＶＤを初め、学習帳･スマホケース･ぬいぐるみ

など様々なダイオウイカグッズが溢れており、想

像をはるかに超える人気振りでした。 

 

●幹事報告         西山祐三幹事 

１．9/5 ガバナー公式訪問、集合時間 11 時。 

詳細は後日お知らせいたします。 

２．今年度ガバナー方針により、ガバナー月信が

冊子として発行されません。各ロータリー事

務局へメールにて送られて参ります。本日は

8月号をプリントアウト致しましたが、来月

号以降、メール希望或いはプリント希望のど

ちらであるかを皆様方に伺いたく思います。 

 

●委員長報告  

親睦委員会           間野尚委員長 

今日、回覧しており

ます 9/25,26 の親睦旅

行は泊まる先が登録有

形文化財に指定されて

いる「向瀧」と言う大

変有名な旅館です。是

非とも会員皆様、ご家

族の参加お待ちしております。 

ロータリ美術館       齋藤金作委員長 

 9/5のガバナー訪問に併せまして美術館を開催

いたしたいと思っております。お手元にお配りし

た用紙に内容を記入して頂き、沢山の出品をお待

ちしております。昭和 50 年から始まって 38 年の

歴史がある、入間クラブの伝統と歴史を消さない

為にも、皆さんの積極的なご協力宜しくお願い致

します。 

 

 

■会報委員長：関谷 永久  ■当番：大塚 拓 

■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 

 

入間ロータリークラブ    

Weekly Report 

7号 ２775回例会 ２０１３年 8月22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 
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＜ニコニコＢＯＸ＞       滝沢文夫ＳＡＡ 

土屋良一様～久しぶりでお世話になります。吉永

章子君、上野弘勝君、吉沢誠十君、忽滑谷明君～

斎藤福太郎さん米寿祝の写真ありがとう。山岸義

弘君～斎藤福太郎さん米寿祝の写真ありがとう・

土屋先生ようこそ。豊田義継君～土屋様ようこそ

入間ロータリークラブへ。 

本日 ¥6,500   累計¥175,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜出席報告＞        木下登出席委員長 

＊ 事前欠席連絡 8名 
 

 

会員数 出席数 出席率 前回修正率

39 名 29 名 74.3％ 84.6％ 

■■■ 講 師 卓 話 ■■■ 
 

「団塊世代のライフスタイルおよび一眼カメラ市場における近年の変化」 
ソニー(株)ＤＩＭＫ部 αＭＫ課 統括課長            小板 秀昭 様 

近年、55 歳代以上の壮年層が社会の中で大きな割合を占

めてきており、彼らの消費行動が世間全体に大きな影響を

及ぼし始めています。これまで、一般的には壮年期に入る

と退職して、静かで穏やかな生活を送るというイメージが

ありましたが、近年の壮年層は体力・気力も充実しており、

非常にアクティブ。且つモノやサービスに対する消費意欲

も旺盛なのがその背景にあり、そんな中、壮年層の中で注

目を集めているのが一眼カメラです。携帯電話や通常のデ

ジカメでは撮れないような、背景がボケているような印象

的な写真が撮れる事が大きな特徴で、旅行や趣味で撮影を

する機会が増えています。その一眼カメラの市場の中で、近年大きなトレンドになっているのが、「ミ

ラーレス一眼」というタイプのカメラです。これまでは「レフ板」という鏡（ミラー）が物理的にカ

メラ内に入っており、それが大きい・黒いという一眼カメラのイメージを形作ってきたが、その鏡（ミ

ラー）を技術の進歩により無くすことで、小型化且つ高画質化を実現できました。小型化することで、

より気安く外に持ち出せたり、簡単に操作ができるようになっています。この市場にはキャノンやニ

コンなど代表的なカメラメーカーに加えて、ソニーなどのメーカーも参入しており、特に小型化を得

意とするソニーがこの分野で代表的な位置を占め、前述のと 

おり、団塊世代のライフスタイルがよりアクティブな方向に 

変化する中、一眼カメラ市場も活況を呈しており、カメラを 

通したコミュニティ形成やフェイスブックなどオンラインで 

の盛り上がりも同時に発生しています。 

 本日はこの様な場を設けて頂きありがとうございました。 

齋藤金作会員コラム第十八回 
■回覧、配布物 

① 米山記念奨学生文集｢煌めく 23 の星」

② ハイライトよねやま 161 

③ ロータリー美術館出品表 

④ 親睦家族旅行出欠表 

⑤ 親睦と国際理解を深めよう 

(日韓親善委員会) 

⑥ ロータリー会員増強報告 2013 年 8 月

⑦ 米山梅吉記念館 館報 Vol．22 

その他お知らせ 

⑧ 9/5 ガバナー公式訪問出欠表 

⑨ 狭山市･入間市暴力排除推進協議会 

総会資料 

⑩ 全国暴力追放運動推進センター相談

しおり 

⑪ 他クラブ週報＆例会変更のお知らせ 

⑫週報６号 

会報委員会（関谷・平岡・忽滑谷）
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≪ビジター・ゲスト≫ 

第 2570 地区第３グループ ガバナー補佐 

所沢西ロータリークラブ    室伏 秀樹 様 

 

●●●会長の時間       友野政彦会長 

本日は室伏ガバナー補佐においでいただいて

おりますが、次週はいよいよガバナー公式訪問と

なります。ガバナーは 11時 30分に到着され、懇
談会、食事の後 12 時 30 分に例会場にお入りい
ただき、ロータリー美術館をご覧いただきます。

ロータリー美術館とは、昭和 50 年から 40 年近
くに亘って行われている入間ロータリークラブ

独自の委員会活動です。会員宅にある美術品を持

ち寄り、心なごむひと時を共に過すことを目的に、

公式訪問や新年に開催しています。私自身もここ

に当クラブの歴史と伝統、そして品格を感じてお

ります。続いて行う例会は約 30 分程度とし、記
念撮影を挟んでクラブ協議会へと進みます。クラ

ブ協議会はガバナーの意向を尊重し、会員増強･

規定審議会･更には地区運営等をテーマに活発な

討議が出来ればと思っております。室伏ガバナー

補佐どうぞ次週も宜しくお願い致します。 
 さて、ここ数日の報道で藩基文（パン・ギムン）

国連事務総長の発言が注目を集めています。26
日にソウルの外交省にて「正しい歴史認識がよき

国家関係を維持する。日本の政治指導者には深い

省察と、国際的な未来を見通す展望が必要だ。」

と述べています。事務総長は後にこの発言につい

ては釈明していますが、明らかに中立性を欠いた

発言でした。 
私もそうですが、皆様方の中にも韓国の友人知

人がいらっしゃる方も多いと思います。おそらく

多くの韓国人は個人的には決して反日的ではな

いと思います。しかし公の立場に立つ方には朴大

統領を始め反日的発言が目立ちます。更には三菱

重工や新日鉄住金に対する日本統治時代の強制

労働への損害賠償等、国家間で解決済み（1965 

 
年の日韓基本条約において）の問題を今さら持ち

出すのは、法治国家として如何なものかと思いま

す。また、他国と全く同じ歴史認識を持つのは不

可能なのかもしれません。国家間の関係改善が難

しい今、民間の交流に期待するしかないのではな

いでしょうか。 
 

●幹事報告         西山祐三幹事 

１.来週のガバナー公式訪問の際、クラブブレザ

ー、クラブタイの着用をお願い致します。 

２.ガバナー月信をメールでの希望 或いはプリ

ントでの希望かを回覧で回しておりますので

ご記入ください。 

３.9/12 会場変更、持ち回り理事会にて承認され

ております。12 日は武蔵クラブとなります。 

 

●委員長報告  

親睦委員会          大野賢次委員 

9/25,26 のクラブ親

睦・家族旅行は東山温

泉の「向瀧」に泊まり

ます。出来るだけ多く

の会員・家族の出席を

お願いします。見どこ

ろは会津若松の鶴ヶ城

で大河ドラマの八重の桜の舞台です。 

 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞       滝沢文夫ＳＡＡ 

室伏秀樹様～お世話になります 私も入間市民で

す。石川嘉彦君、平岡達也君、友野政彦君、吉永

章子君、西山祐三君、加藤国夫君、滝沢文夫君、

忽滑谷明君、馬路宏樹君～室伏ガバナー補佐よう

こそ入間ロータリークラブへ。山岸義弘君、木下

登君～早退します。 

本日 ¥13,000   累計¥188,000 
 

 

 

■会報委員長：関谷 永久  ■当番：大野 賢次 

■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 

 

入間ロータリークラブ    

Weekly Report 

8号 ２776回例会 ２０１３年 8月29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 
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■回覧、配布物 

① 入間ロータリークラブ定款・細則 

② ガバナー月信配布アンケート 

③ 深谷東ＲＣ創立 30 周年記念誌 

④ 親睦家族旅行出欠表 

⑤ 9/5 ガバナー公式訪問出欠表 

⑥ 他クラブ週報 

⑦ 週報７号 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜出席報告＞        木下登出席委員長 

＊ 事前欠席連絡 2名 
 
 

会員数 出席数 出席率 前回修正率

39 名 30 名 78.94％ 89.5％ 

■■■ 講 師 卓 話 ■■■ 
 

第 2570 地区第３グループ ガバナー補佐      所沢西ロータリークラブ    室伏 秀樹 様 

私は生まれも育ちも入間市野田で、1945年 2月 9日生まれ

の６８歳です。昔は短距離の選手で、入間市の社会科副読本の

記録にも載った事もありました。今では考えられませんが・・・。

仕事はヨシケイ埼玉の会長を遣っております。フランチャイ

ズチェーンのヨシケイグループ68社の一員で昭和52年に加入

して、今年で 36 年になります。創業時のメニューは一種類だ

けでしたが、今では若い人向け、簡単、ちょっと高級、高齢者

向け等、８種類程のメニューを毎日届けております。時代の流

れで全体の 60%が二人用食材セットとなって、家族構成が随分

と変化していると実感しております。 

ロータリーは 1989 年 6 月 7 日に入会して 25 年経ちました。2570 地区で始めて 2 年連続で

2011-2013年度会長を受けて 6月まで携わって参りました。 

7月 1日付けの第 2570地区の会員数は  1,697名となりました。当初今年度の地区予算は、1,750

名で組んでいました。サクジ作戦は、今年で 2年目を迎えます。その内容は、2012年を初年度とし

毎年純増 3%を達成しようというものです。サクセスジャパンから、RI 田中作次前会長の名前をも

じっています。本人諒解の下です。2570地区では、52クラブ中わずか 18クラブの参加です。 

日本中の他地区・他クラブへの入会候補者の推薦をするというものでしたが、ことの本質上なか

なか難しく現実的には低調でした。しかしそれでは衰退を待つだけとなりますので、別紙資料をご

一読いただき、常に増強に心がけていただきたいと思います。 

昨年度 RI理事のスマージ氏はこう言われています。この 7年間に世界のロータリークラブは 110

万人の新会員を迎えていたのです。どんどん入ってくる会員が次々出て行ってしまう。どうも、ク

ラブの多くが錆びて穴だらけの古いバケツに化してしまったようです。このいわゆる「自然減」の

結果、ロータリアンであることの価値は低下し、ロータリーの公共イメージが損なわれ、各クラブ

の影響力も低下しています。クラブ会長に、勧誘の方法を教え、会員増強コンテストに奮い立たせ

ても、長期的な変化は見られません。 

今、ロータリークラブはある意味で「アイデンティティ(自己認識)の危機」に接していると言える

かもしれません。いろいろなロータリアンに、「ロータリーとは何でしょうか」と問いかけてみると、

少し考えたのち、実に多種多様な答えが返ってきます。このように共通意識がないかのように見え

るということは、ロータリーの中核的ジレンマであり、非常に重大な難問でもあります。ロータリ

ーに一致したアイデンティティがないということは、ロータリーに方向性が無いように受け取れま

す。自分たちがどういう団体なのか理解し対象層にこれを効果的に伝えることができないうちは、

会員増強の問題は、解決できないのかも知れません。しかし、その解決に向かって私たちにできる

ことがあります。それは、ロータリーの構築に注目することです。 

ブランドとは、自分たちに対する期待であり、人々への約束、つまり自分たちがする事すべてに

おいて、守っていく約束です。効果的なブランドは、その組織を際立たせます。と言われています。

会報委員会（関谷・平岡・忽滑谷）
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≪ビジター・ゲスト≫ 

第 2570 地区ガバナー  所沢ロータリークラブ 

中 井 眞一郎 様 

第 3 ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 所沢西ロータリークラブ   

室 伏 秀 樹  様 

第 2570 地区副幹事   所沢ロータリークラブ 

              五十嵐 俊 昭  様  

                           鳥 居 由美子 様  

日 向 貴 一  様  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■会報委員長：関谷 永久  ■当番：粕谷 康彦 

■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 

第 ９号 ２7７７回例会 ２０１３年 ９月 ５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 

中井眞一郎ガバナー公式訪問例会開催
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■■■会長の時間        友野政彦会長 

 中井ガバナー、改めまして

ようこそおいでいただきま

した。私から簡単に入間ロー

タリークラブの紹介をさせ

ていただきます。当クラブは

創立 54 年を迎えるクラブで

す。これまで 2人のガバナー

を輩出し、分区代理およびガ

バナー補佐経験者は 9人を数えます。歴史と伝統、

そしてそれに養われた品格を備えたクラブであ

ると自負しております。先程ご覧いただきました

ロータリー美術館も 40 年近くに亘って行ってい

る当クラブ独自の活動でもあります。 

 次に当クラブでは CLP は採用しないことを決

定しております。したがって先程ご覧いただきま

した細則も「推奨ロータリークラブ細則」とは異

なっています。またいろいろな経緯があってイン

ターアクトクラブ･ローターアクトクラブは存在

しませんでした。 

 さて、今後のことに話を移しますが、今年度よ

り全地区で実施される「未来の夢計画」において

は、特にグローバル補助金の関係で海外の友好ク

ラブがある事が望ましいのですが、これには慎重

な対応が必要ではないかと思っております。東日

本大震災への復興支援につきましては万燈まつ

りの売り上げを「希望の風」に寄付しております。

そして今年の親睦旅行は会津に行きます。10 年

くらいのスパンでの支援が必要かと思います。 

 
＜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

39 名 34 名 87.2％ 82.0％ 

事前欠席連絡 2 名 

 
＜ニコニコＢＯＸ＞       滝沢文夫ＳＡＡ 

友野政彦君、西山祐三君、平岡達也君、山根宏夫

君、山岸義弘君、細淵克則君、齋藤栄作君、滝沢

文夫君、木下登君～中井ガバナー・室伏ガバナー

補佐・五十嵐、鳥居、日向副幹事ようこそ入間ク

ラブへ、本日は宜しくお願い致します。 

本日\15,000   累計\203,000 

 

■回覧、配布物 

① 親睦家族旅行出欠表＆関係パンフレット 

② 週報７号 
 

 

 

 

 

 

2020 年「東京五輪」に決定  

■■■ ガバナー公式訪問卓話 ■■■ 
国際ロータリー第 2570 地区ガバナー  

所沢ロータリークラブ 中井 眞一郎 様 

 私が懸念しておりまし
た今年の予算は、予定よ

り少ない予算で出発する

事になりました。私とし

ては地区内のクラブ、地

区役員、会員の方々の負

担を少しでも減らしたい

と考え、本年度の事業方

針といたしました。 
 年額で 28.200円を 2万円に下げさせて頂き、
35 歳未満に関しては 1 万円とし、地区協議会で
は各クラブは最低 30 万円を払う事を個別に提案
して貰いました。これは国際ロータリーが今年 4
月に規定審議会の提案しているものを先取りし

た提案です。詳しくは 9月号のガバナー月信のホ
ームページにアップしておりますので、ご覧にな

って頂ければと思います。 
 国際ロータリーは 2004年のＲＩ理事会の決議
で 20 人未満のクラブは合併すべきであると、以
来 10 年間ロータリー章典に書き続けてございま
す。先ほど、此方のクラブ定款・細則を見せて頂

きましが、基本的には 2013年度の規定審議会結
果を概ね反映していると思います。概と申し上げ

たのには衛星クラブに関する記述がどこにもな

かったからです。この様な色々な問題点に対して

提案する場として規定審議会を多いに活用して

頂きたい、これが私からのお願いでございます。 
 クラブ協議会に対して色々申し上げておりま

すが、一つの問題点に対してベテランや今年入っ

たばかりの方々も含めて、お互いに意見を言い合

う場、それがクラブ協議会であって欲しいと思っ

ております。例を挙げてますと、今の規定審議会、

クラブの運営に直接係る大きな問題等、提案があ

るのでしたら賛成反対を言い合う。それにより、

ロータリーは何なのか、又は国際ロータリーはお

かしな方向にいってはいないか、如何あるべきか

を見直す場としいの活用をご検討頂ければと思

います。私はガバナーの権限を推しつけるのでは

無く、あくまでご提案をして其々のクラブで討議

して頂ければと思っております。 

 併せてご紹介させて頂きますと、会員増強に関

しての手段として、ＲＩは準会員制度を導入して

おります。ＲＩはまだ認めておりませんが年会費

15,000 円・月 1 回の例会出席・ロータリーの友

を読んでもらい入会への道筋をつけて頂く事を2

年前から創意工夫しているクラブもございます。 

 最後に、あと一歩となりましたポリオ撲滅に対

してもロータリー財団への寄付を宜しくお願い

します。私も今年になって累積で一万ドル寄付を

させて頂きました。この機会に個別でも寄付をお

願いしたいと、その節にはどうか宜しくお願いい

たします。ご清聴ありがとうございました。 
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ロータリー美術館

ガバナーの公式訪問を歓迎して、恒

例の「ロータリー美術館」を開催いた

しました。中井ガバナーには出品者の

説明を熱心に聞かれながら、美術館を

楽しんで頂きました。 

■■■第３回クラブ協議会■■■ 

中井ガバナーのご意向に沿い、今年は例年とは異なり「会員増強」に関して討論形

式で行なわれました。最初に友野会長、繁田光会員増強委員長からの挨拶後、中井ガ

バナーよりお言葉を頂き活発な意見が交わされました。最後にガバナーの地区運営に

ついて齋藤金作会員、岩崎茂会員、吉永章子会員から発言がありました。「規定審議会

や定款・細則について」と「次年度に対しての方針継続がされているのか」又、「合同

クラブ訪問時の感想」、「広報をどの様に増強に結び付るか」の等の質問に一つ一つ中

井ガバナーから直接お考え・ご指導を頂きました。 
 

会報委員会（関谷・平岡・忽滑谷）
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＜今月のお祝い＞ 

会員誕生日 
関根靖郎君（喜寿祝） 
間野  尚君   友野政彦君 
平岡達也君   中澤孝芳君 

夫人誕生日 岩崎芳江様 吉沢真紀子様 

結婚記念日 諸井克彦君   

＜１０月のプログラム＞ 

 当番 内 容 

 3 日 齋藤栄 
卓話 米山奨学生 スヘバー

トル･ジャウフラント様 

10 日  入間南ＲＣとの合同夜間例会 

17 日 齋藤金 
卓話 齋藤金作会員 
「米山梅吉と其の周辺」  

24 日  10/27,28 万燈まつりに振替 

31 日  万燈まつり慰労会 夜間例会 
 

≪ビジター・ゲスト≫ 

トヨタ東京 自動車大学校    大野木 憲司 様 

米山記念奨学生 スヘバートル･ジャウフラント様 
 

●●●会長の時間       友野政彦会長 

 先週のガバナー公式訪問は皆様方のご協力に

より無事終了する事が出来、感謝いたします。 

 さて、既にご存知のとおり日曜日の早朝に、２

０２０年に２度目のオリンピックが東京で開催

されることが決まりました。招致に成功したのは、

まずは招致委員会の功績ですが、安部首相を初め

政府の力の入れようも失敗に終わった前回（１６

年）とはずいぶん違っていたように感じました。

株式市場も週明けは全面高でしたし五輪開催に

よる経済効果は約３兆円とも言われ、どうやらこ

れで増税の環境が整いそうです。 

 また、ＩＯＣ総会でのプレゼンテーションも本

当に見事でした。皆さん素晴らしかったのですが、

とりわけ先陣を切られた高円宮妃久子様の存在 

は大きかったと思いました。久子様の夫君、高円 
 

宮憲仁親王は三笠宮家の三男として誕生、学習院

大学法学部卒業後カナダのクイーンズ大学に留

学され、帰国後は国際交流基金で嘱託となり公務

の傍ら一般職員同様に勤務されました。憲仁親王

は皇室のスポークスマンを自認、気軽にテレビ出

演をされたり、スポーツ特にサッカーの振興･発

展にご尽力され、日本サッカー協会の名誉総裁も

務められています。2002 年の日韓ワールドカッ

プの際には戦後初めて、皇族として韓国を公式訪

問されました。しかし今後益々のご活躍が期待さ

れる中、同年 11 月心不全にて薨去されています。 

 震災地支援への感謝と共に皇室のスポーツ振

興の活動を、流暢なフランス語で（私はフランス

語が話せませんので流暢に聞こえたというのが

正確ですが）お話された久子様は憲仁親王の遺志

を立派に継がれており、大変感激いたしました。 
 

●幹事報告         西山祐三幹事 

第 3回定例理事会報告 ＜協議事項＞ 

１.10 月、11 月のプログラムについて 

２.新旧役員慰労会会計報告 

＜報告事項＞ 

１.9 月 21 日 青少年奉仕セミナー 

２.米山普通寄付・Ｒ財団会員協力寄付 納入 

３.9 月 ロータリーレート 1＄ 100 円 

４.9 月 20 日 秋の全国交通安全運動出陣式 

５.10 月 2 日 入間市戦没者追悼式 
 

●委員長報告  

プログラム委員会       晝間和弘委員長 

10 月のプログラムは表記どおりです。尚、来

週の卓話は会員増強委員会が行ないます。 

ロータリー美術館      齋藤金作委員長 

先週のガバナー公式訪問での美術館には皆様

のご協力を頂きありがとうございました。 

2020 年五輪開催地が東京に決定した事に元気

を貰い感慨深く、今日はオリンピックとロータリ

ーの結び付けについて少し話させて頂きます。 

■会報委員長：関谷 永久  ■当番：木下 登 

■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 

 

入間ロータリークラブ  Weekly Report 

第10号 ２7７8回例会 ２０１３年 ９月 12日（木） 例会場; 武蔵クラブに変更 

 

入間ロータリークラブ Weekly Report 
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国立競技場の聖火台に 49 年前に灯もされた聖

火が静かに赤々と燃えていますが、この聖火台は

1961 年 5 月に東京ＲＣがホストとなり、第 52 回

国際大会を晴海で開催、成功の記念事業として

22 のホスト(東京)クラブと共に寄贈されたもの

です。又、東京五輪の年 2020 年はロータリーが

創設されてから満 100 歳を数える記念すべき年

です。1964 年の五輪は戦後の復興を世界に示し

た大会であったが、2020 年の大会は多くの遺産

と未来に残すものであって欲しいと願います。 

社会奉仕委員会         滝沢文夫委員 

 9/7 に地区社会奉仕セミナーに参加して来ま
した。まず､基調講演に松本光司地区財団委員長

の｢社会奉仕と財団の補助金の活用法｣と題した

講演を拝聴。社会奉仕事業の資金的なバックボー

ンになる財団補助金の説明、次に地区社会奉仕担

当委員会より事業説明とお願いがありました。 

1.地域社会奉仕委員会より、当クラブの齋藤栄作

会員が担当委員長として説明。各クラブでの社会

奉仕事業の活動事例として、入間ＲＣ及び新狭山

ＲＣの活動報告があり、今年度も各クラブの報告

を戴きデータベース化を勧めたい。又、希望の風

奨学金の引き続きの協力お願いがありました。 

2.世界遺産登録推進委員会より、世界遺産キャラ

バン受入のお願いがあり、県下全体での世界遺産

登録の機運を盛り上げようとしています。 

3.アイバンク委員会より、今年度は各クラブの社

会奉仕委員長を始め、出来れば 5名の登録をお願

いしたい。これに対応して忽滑谷会員と滝沢会員

が登録を表明しています。 

4.ブライダル委員会より、この委員会ではロータ

リアンの子息、子女、及びロータリアンの紹介の

得られる方を対象にしており、当クラブは吉永会

員に登録される方はご相談お願いします。 

国際奉仕委員会        吉沢誠十委員長 

 9/7.8と米山奨学生の研修旅行に奨学生のジト

と、忽滑谷会員と私とで行って参りました。総勢

30名で、静岡にある米沢梅吉記念館での研修後、

お墓参りを済ませ、箱根湯本温泉での楽しい懇親

会でした。米山記念館で歴代ガバナー｢257 地区

繁田正一｣の名前を見て非常に感激いたしました。 

10 月は米山月間でもあり、3日のジトの卓話を宜

しくお願いします。 
 

＜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

39 名 31 名 79.4％ 89.4％ 

事前欠席連絡 7 名 
 

＜ニコニコＢＯＸ＞      滝沢文夫ＳＡＡ 

後藤賢治君～お蔭様で 2020 東京五輪が開催され

ます。友野政彦君、西山祐三君、岩崎茂君～加藤

さん写真ありがとう。関根靖郎君～お祝いありが

とう。晝間和弘君、田中快枝君～大野木様、卓話

楽しみにしています。山岸義弘君～早退します。 

本日\55,000   累計\258,000 

■■■ 講 師 卓 話 ■■■ 
「これからのハイブリッド」 

トヨタ東京 自動車大学校 大野木 憲司 様 

前回もお話した様にハイブ

リッドについてですが、HV に

は大きく分けて「エンジンがメ

インでモーターが補助」と「モ

ーターがメインでエンジンが

補助」の 2種類があります。 

価格は高いですが、最近のプラグインハイブリ

ッド(PHV)は家庭で充電でき、駅迄の往復(車のユ

ーザーの約 50%は 1日の走行距離が 20km 以下)位

なら、EV だけで走行出来るようになりました。 

 その秘密は？大容量で軽量、大電流にも対応で

きるリチウムイオンバッテリ－が開発された事

によります。日産リーフもこのバッテリーが搭載。 

 次にハイブリットがこうなると良いなとのユ

ーザーにお聞きしたお声を例に上げますと①毎

日の充電はちょっと面倒 ②定位置への駐車で、

自動充電できる ③非接触で大電流流せる ④外

出先で充電したまま食事やショッピング ⑤充電

コネクタ盗難ロック装置 ⑥スマートハウスと連

携して、太陽光で充電したり、災害時の電源にも

なる ⑦スマホと連動してエアコンの遠隔操作や

全国のユーザーと燃費が比べられる等です。 

プリウス以外のエコカーでは、ディーゼルエン

ジン(マツダ CX5）・エンジンのダウンサイジング

(VW ゴルフが有名)があります。 

若い人へのエコで安全なカーライフの交通安

全呼びかけでは、スピードさえ出さなければ・・・ 

死亡事故は大きく減らせる。 普通の呼びかけだ

と｢スピードを出すな｣｢事故をしたら大変なこと

になる！｣ですが、自分の学生には「ゆっくり走

ると楽しい」路面の凸凹が分かったり、他の車の

動きが良くわかり、車の装置の作動もわかるこの

楽しさが解ると病みつきになると話しています。 

経験上の理屈から、クルマ好きにも機械好きで、

乗り物全般が好きで自分で修理して運転もでき

るが機械に夢中でコミュニケーションが苦手な

方向に進んでしまう恐れもあるが、ゆっくり走る

楽しさはわかってくれるメカマニアタイプと車

に感情移入して、人間の限界を軽く超えられる車

で、速く走るのが快感。コツコツ勉強するのはチ

ョットでも勉強の面白さが解って自信がつくと

協力なリーダーになれそうなタイプです。これか

ら社会に出る若者に色々伝える立場におり、特に

交通事故防止に力を入れていきたいと思います。 
 

■回覧、配布物 

① 埼玉県腎・アイバンク協会「愛の光を」 

② 第 12 回ロータリー全国囲碁大会ご案内 

③ ｢ロータリーの友｣英語版 11 中旬発行お知らせ 

④ 親睦家族旅行出欠表＆関係パンフレット 

⑤ ガバナー月信 2013 Vol.3 

⑥ 他クラブ週報＆例会変更のお知らせ 

会報委員会（関谷・平岡・忽滑谷）
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■■■Ｒ財団寄付表彰 

マルチプル 2回目･齋藤福太郎会員,摂田順一会員 

 １回目･細淵克則会員,後藤賢治会員 

ポールハリスフェロー・吉沢誠十会員,繁田光会員 
 

●●●会長の時間       友野政彦会長 

 事務局に中井ガバナーより公式訪問の途中経

過と地区大会についてメールが来ております。公

式訪問は 13 日の時点で 36 クラブ終了。地区大会

２日目の本会議は、既にお伝えしています様に所

沢ミューズにて 11/29 午後 2 時より行われます。

昼食無し登録料無料との事で、ここでも式典の簡

略化によるコストカットの方針が現れています。 

 一昨日トヨタ自動車最高顧問である豊田英二

氏が 100 歳で死去しました。英二氏は 1936 年に

東京帝大を卒業し豊田自動織機に入社、翌年トヨ

タ自動車工業の分離独立に伴い転籍し、国産自動

車の開発に携わりました。トヨタ自動車は今や世

界一の自動車メーカーで、前人未到の年間販売台

数一千万台を達成する見込みですが、英二氏が社

長に就任した 67 年は 83 万台、経営の一線から退

いた 92 年には 470 万台でした。会社規模を 6 倍

にされた数字そのものも勿論すごいのですが、戦

後の混乱期･高度成長期･企業のグローバル化の

時代を通して常に時代の先頭にあって社会のニ

ーズを的確に捉える柔軟さと、常に前進し続ける

アグレッシブな精神、そしてピンチをチャンスに

変えてしまうしたたかさに感服いたします。排気

ガス公害が深刻化したときには英二氏は矢面に

立たされましたが、これが優れた環境技術を生む

ことにつながり、また日米自動車摩擦が勃発する

と最大の競争相手であるＧＭとの合弁会社設立

を決めました。ＧＭは 2009 年に経営破綻し提携

は解消されましたが、グローバル化の礎となりま

した。近年ではリーマンショック・米国での大量

リコール等の危機もありましたが、これらを乗り

越えて更なる成長の持続を達成しつつあるトヨ

タ自動車の、誰もが認める「中興の祖」である英

二氏の業績はなかなか計り知れません。 

●幹事報告         西山祐三幹事 

1.来週の旅行は会津若松ですが、ＲＩ2530 地区

にて｢会津の里へこらんしょ｣とのプロジェク

トに当クラブも参加申し込みを致しました。 

2.先日ガバナー月信アンケートを致しましたが、

途中経過で現在 9 名の方々がプリント希望さ

れております。本日ガバナー月信 9 月号を 15

部プリントして参りましたのでお持ち下さい。 

3.本日、2 週分の会報をお配りしておりますが、

ガバナー訪問時の会報は後日発行いたします。 
 

●委員長報告  

親睦委員会           間野尚委員長 

来週の親睦旅行にご参加の皆様には、本日中に

バス乗車場所&時間表を FAX いたします。乗車場

所等の変更は私の携帯迄ご連絡お願いします。 

雑誌委員会          石川嘉彦委員 

9月の表紙は「新世代のための月間」のなって
おり、45 頁に詳しく書かれております。横組み
の 16頁から始まる｢ロータリーの新たな出発｣を
良く読んで下さい。特にここに書かれている新語

「ミレニアルズ」と言う言葉は、これから国際的

に使われる言葉になると思います。其のほかにも

縦組み 7,10,15,19 頁をお読み下さい。又、併せ
て今日配られました、ガバナー月信 9月号は必ず
読んで下さい。特筆して皆様にお薦めしたいのは

１頁目の否決された案件がズラッと載っており、

大変面白い観点からの内容となっています。 

万燈まつり実行委員会      加藤国夫委員長 

10 月 3 日の 18 時 30 分より｢やまき｣にて打ち

合わせを行ないますので責任者の方々は出席お

願いします。又、バザー・焼き芋のご協力も宜し

くお願いいたします。 
 

＜ニコニコＢＯＸ＞      滝沢文夫ＳＡＡ 

田中快枝君～来週の旅行に参加出来ず残念です。

皆様多いに楽しんで来て下さい。宮寺成人君～写

真ありがとう。関根靖郎君～早退します。 

本日\3,000   累計\261,000 

■会報委員長：関谷 永久  ■当番：後藤 賢治 

■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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「会員増強に関するディスカッション」 

会員増強委員会担当 

会員増強に関するグ

ループディスッカショ

ンを開催。各テーブル

ごとに、入会候補者の

リストアップ表に基き

討議し、討議内容を、

各テーブルの代表者が

発表いたしました。 

本日の話し合いを参

考に半年後に再度、デ

ィスカッションを設け

て会員増強に結び付けたいと思います。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

＜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

39 名 30 名 76.9％ 89.2％ 

事前欠席連絡 3 名 
 

■回覧、配布物 

① 第 17 回入間市民チャリティーゴルフ大会案内 

② 2570 地区ガバナー事務所｢地区大会｣について 

③ RI2570 地区米山月間に向けて 

④ ロータリーの友 9月号 

⑤ ハイライトよねやま１６ 

⑥ ガバナー月信アンケート 

⑦ 青少年育成ボーイスカウト運動支援お願い 

⑧ 2012-13 年度地区大会の記録冊子 

⑨ 7/25 新旧役員慰労激励会会計報告 

⑩ 会員増強資料 

⑪ 平成 25 年度入間万燈まつり役割分担 

⑫ 他クラブ週報 

⑬ 週報 8,10 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 第１２号 ２７８０回 例会  ２０１３年９月２５日～２６日 

■福島 

会津 若松 

五浦観光ホテルより六角堂を望む 五浦ホテルでの昼食

東山温泉 向瀧 記念撮影 

上 能舞台を背に記念撮影 下 懇親会開始風景 

会報委員会（関谷・平岡・忽滑谷）
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＜今月のお祝い＞  

会員誕生日 山岸義弘君  
夫人誕生日 滝沢久美子様 繁田美香様 

結婚記念日 
関根靖郎君  豊田義継君  
新井  格君  荒井正武君 
石川嘉彦君   

＜１１月のプログラム＞ 

 当番 内 容 

 7 日 齋藤福 卓話 健康管理委員会 

14 日 関根 卓話 加藤玄静パストガバナー

21 日 関谷 卓話 地区 R財団講師予定 

28 日  29 日地区大会に振替 

 

≪ビジター・ゲスト≫ 

米山記念奨学生 スヘバートル･ジャウフラント様 
 

●●●会長の時間       友野政彦会長 

 昨日は入間市戦没者追悼式にて、献花をさせて

いただきました。今日の平和と繁栄は多大なる犠

牲の上にあるのだということを改めて胸に刻ん

でまいりました。私も家内もそれぞれ伯父を一人

海外で亡くしております。私の年代は生まれて以

来、その平和と安定の中で育ったのですが、原発

事故、領土･領海の問題、超高齢社会の到来等今

新たな不安材料もあります。 

 さて、1 日に安倍首相が来年 4 月に消費税を

８％に引き上げると記者会見で発表しました。現

在消費税を導入している国と地域は 148 ありま

す（今年 4 月時点の資料）。現在の消費税率 5％

は税率の高い方から数えると何番目くらいでし

ょうか。かなり下のほうではないかとの予想はつ

くと思いますが、台湾･カナダ･ナイジェリアと同

率で最下位です。8％にしても 140 位あたりです。

福祉先進国と云われる北欧のスウェーデンやデ

ンマークは 25％、その他の欧州先進国もイタリ

ア 21％、イギリス 20％、フランス 19.6％、ドイ

ツ 19％です。アジアにおいても中国 17％、イン

ド 12.5％、韓国 10％となっています。尚、アメ

リカは州によって異なります。お叱りを受けるか

もしれませんが、私はこの増税には大賛成です。

いやもっと早くに増税するべきだったのです。そ

うであれば国の借金が 1000 兆円に達することも

なかったでしょう。 

 少子高齢社会の最大の問題点は社会保障の維

持です。社会保障とは、具体的には医療･介護･

公的年金等ですが、保険料や年金を納める現役世

代が減少し、主として医療･介護を受け年金を受

給する高齢者が増加します。つまり収入が減って

支出が増えていきますのでこれを放置すれば財

政破綻します。無駄を省くこと、歳出の削減も必

要ですが、新たな財源の確保も社会保障の維持に

は不可欠です。そして新たな財源として最もふさ

わしいのが、消費税です。ただし低所得者救済の

ために、多くの欧州先進国では食料品等日常生活

に必要な物品や教育･文化に関連する物には軽減

税率を適用しているのも事実です。日本でも10％

になった時点で導入する予定です。 
 

●幹事報告         西山祐三幹事 

第 4回定例理事会報告 

 ＜協議事項＞ 

1.11 月、12 月のプログラムについて 

2.万燈まつりの予算について  

＜報告事項＞ 

①ロータリーレート １＄ 100 円 

②10/13 第 3 回来日学生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 公開講座 

③11/3  入間航空祭 

④11/11 入間市民チャリティーゴルフ大会 

⑤11/13 クラブ合同懇親会 
 

●委員長報告  

雑誌委員会         水村雅啓委員長 

 ロータリーの友 10 月号の記事を紹介します。  

職業奉仕月間の特集と 2014 年 6 月のシドニー国

■会報委員長：関谷 永久  ■当番：齋藤 栄作 

■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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際大会の案内が巻頭記事です。ロータリーアット

ワークに、東京ＲＣが 1920 年 10 月に創立され、

2020 年に 100 周年になるという記事がありまし

た。東京ＲＣでは、100 周年に向け「被災地の赤

ちゃんとママのために」をキーワードに「東北す

くすくプロジェクト」事業を推進しています。  

その他、ロータリー情報が満載です。 

プログラム委員会       晝間和弘委員長 

11 月のプログラムは表記どおりです。尚、来

週の入間南ＲＣとの合同例会にはシンガーソン

グライターの「ＨＩＲＯＫＯ」さんをお招きして

います。奮ってのご参加お待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青少年奉仕委員会       諸井克彦委員長 

 9/21 に青少年奉仕委員会セミナーに参加して
来ました。工藤アクト委員長のお話ですと、中々

簡単ではなく今日、回覧しております様に登録は

12 校、実際は 8 校となってしまい、本当のモラ

ルやマナーが必要な時代ですから、皆様のご協

力・ご支援を継続して下さいと仰っていました。 

 

＜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

39 名 34 名 87.1％ 84.6％ 

事前欠席連絡 2 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■■ 講 師 卓 話 ■■■ 
「私の夢と母国、留学生活について」 

米山記念奨学生 スヘバートル･ジャウフラント様 

日本語を勉強し始めたきっかけは、中学 2 年の時にたまたま母が持ってきた

雑誌に日本の事が書かれており、ひらがなやカタカナ等の初級の日本語も載っ

ていて文字が面白いので覚えてみようと独学で日本語を始めました。高校に入

って日本語教室にも通う様になり、2年後にモンゴル全国日本語コンテストに優

勝でき、日本での 2 週間滞在する交流プログラムに参加するチャンスを頂きま

した。そこで世界 24 か国の学生たちと交流を深め、異文化に触れあうことがで

きました。日本の観光地を巡り日本の文化と日本人学生との一日授業体験など 

があり私にとって、非常に興味深い 2週間でした。人と接する事で新しい自分を発見でき、そして何

より人との関わりの大切が分かりました。当時 2007 年はモンゴルにはコンビニさえなかった時代で

初めての日本は、産業や交通は勿論ですが何よりお客さんに対する気配りや丁寧なサービスに大変感

動させられました。そんな私は驚きと同時に心の中で素朴な疑問を抱きました。それは、日本はここ

まで進歩しているのになぜモンゴルはまだ発展途上のままなのかという疑問でした。そんなことを思

った私は日本で受けたおもてなしのサービスをモンゴルにも搬出できないだろうかと思い、日本の素

晴らしいサービスを身に付けるために留学しようと決意し、高校卒業後 18 歳の時に日本に来ました。

日本語学校に通いながら学校の合間にアルバイトをしながら一人暮らしを始めてその後、大阪のホ

スピタリティツーリズム専門学校に入学。ホテル、観光及びブライダル業界の基本知識を身に付け、

実際のホテル研修を通してサービス業全般を勉強しました。将来、ホスピタリティマインドで活躍で

きる人材を育成するためにモンゴルでサービス教育センターを作ろうと思っています。 

その為に、専門学校の技術や知識だけでは足りないと判断し大学に編入しました。マーケティング

や経営の勉強と心理学についても研究を進めています。サービスは何の目的で誰を対象にして行うも

のなのか。自分の為だけではなく世の中の全ての人の為、そして平和の為であると解りました。人と

接するうえで一番大事なのは“気持ち・ハート”ではないかと思います。そんな事で卒業論文のテー

マをあえて“個性はどう育つか？又、人間関係作り”について心理学的に研究し一人一人の個性を見

抜き、良い人材を生み出す事に役に立てたいと思っています。そして色々な職業をされているロータ

リアンの皆さんとも出会い、コミュニケーションから私の視野も広がったのではないかと思います。

ロータリアンの皆様、また米山の奨学生と接するたびに内気でした私が少しでも変わり、成長したか

のようにも感じています。時間は一瞬、出会いは一生なのでこれからも何事にも前向きで積極的に取

り組んでいきたいと思います。 

 モンゴルは南を中国、北をロシアと接する内陸国で食文化にはロシアと中国の影響が大きく、ロシ

アのピロシキとボルシチと中国の小龍包と肉マンを日常はよく食べています。伝統的には白い食べ物

（乳製品）が有名で、特に馬乳酒が美味しいです。面積は日本の４倍、人口はおよそ２８０万人で京

都府の人口並みです。首都ウランバートルにはその半分近くが住んでいます。天候は不安定で、雨が

少なく一年中乾燥しているため遊牧民族は牧畜をやめ、都会に仕事を求めて移住してきます。私はモ

ンゴルの第２の都市ダルハン県に育ちました。冬はとても寒くマイナス 40 度近くなる年もあります。

モンゴルの通貨はトゥグロゥグで１円当たりは１５トゥグロゥグ位で、物価は日本とさほど変わりま

せんが、給料は比較的に安く貧困が問題となっています。一方、近年では天然資源を目的に外国から

の投資が活発化し少し成長をみせていますが、まだまだこれからだと思います。国の将来は、私達若

者の手の平にありますので期待していただきたいですね。本日はありがとうございました。 
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HIROKO さんの歌に聞

き惚れているお二人 

＜ニコニコＢＯＸ＞      滝沢文夫ＳＡＡ 

友野政彦君～お蔭様で楽しい旅行が出来ました･

写真ありがとう。吉永章子君～宮崎さん彩の国ロ

ードサポートありがとう・親睦委員会皆様ご苦労

様でした。岩崎茂君～親睦旅行参加できず残念で

した。忽滑谷明君～研修旅行では家内共々お世話

になりました･加藤さん写真ありがとう。齋藤金

作君、大野賢次君、粕谷康彦君、細淵克則君、関

根靖郎君、摂田順一君、吉沢誠十君、西山祐三君、

滝沢文夫君、晝間和弘君、木下登君、豊田義継君、

馬路宏樹君～加藤さん忽滑谷さん写真ありがと

う。加藤国夫君～忽滑谷さん写真ありがとう。 

本日\46,000   累計\307,000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜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

39 名 28 名 73.6％ 65.7％ 

事前欠席連絡 10 名 

■回覧、配布物   

① ロータリーの友 10 月号 

② ガバナー月信 2012-13 年度 13 号 

③ 2012 年度米山記念奨学会事業報告書 

④ 武蔵野音楽大学コンサートカレンダー 

⑤ 派遣学生 8月 月次報告書 

⑥ 10/10 入間南 RC 合同例会出欠表 

⑦ 10/26,27 万燈まつり出欠表 

⑧ 10/31 万燈まつり慰労夜間例会出欠表 

⑨ 第 3回来日学生オリエンテーション公開案内 

⑩ 平成 24 年度フレッシュ高校生社会体験活動 

⑪ 米山記念奨学事業豆辞典 2013-14 年度版 

⑫ 他クラブ週報＆例会変更のお知らせ 

⑬ 週報 9号・11,12 合併号 
 

 

 

 

 

 
 

≪ビジター・ゲスト≫ 

米山記念奨学生 スヘバートル･ジャウフラント様 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆会場：まるひろ 

さくら草ホール

☆点鐘：午後６時３０分

第１４号 ２７８２回例会 ２０１３年１０月１０日(木) 

晝間和弘会員･新井格会員･長谷川裕子様 
大締め 

乾杯！ 

■回覧、配布物   

①ガバナー月信 Vol.４ 

②10/26,27 万燈まつり出欠表 

③10/31 万燈まつり慰労夜間例会出欠表

④地区大会のご案内＆地区大会出欠表 

⑤11/9 平成 25 年度福祉映画会ご案内 

⑥他クラブ週報＆例会変更のお知らせ 

手に手つないで 

会報委員会（関谷・平岡・忽滑谷）
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●●●会長の時間     友野政彦会長 
 一昨日から昨日にかけて大型で強い勢力を持

った台風 26 号の記録的な大雨で、伊豆大島では

死者 17 名、安否不明 43 名という甚大な被害が出

ております（今朝の時点で）。多くの尊い命が失

われたことに心が痛みます。今年は台風の発生件

数が 19 年ぶりに 30 を越えそうであるとの事で、

発生時期が遅れているのも特徴です。猛暑と厳冬、

ゲリラ豪雨に 10 月の真夏日等、所謂異常気象も

近年特に多くなったと感じております。私たちは

東日本大震災とそれに伴う福島第一原発の事故

により、自然災害の恐ろしさと、原発の安全神話

の崩壊を経験しました。原発事故は何としても克

服しなければなりませんが、自然をコントロール

下に置くのは今後も不可能なことです。 

 岩手県の沿岸部にある田老町（現在は宮古市の

一部）は度々津波で大きな被害を被っていました。

明治 29 年の明治三陸津波、昭和 8 年の昭和三陸

津波では町が全壊しました。その後町は巨大な防

波堤を建設し、昭和 35 年のチリ沖地震による津

波では防波堤により被害は少なくすみ、更にこの

防波堤を増強し昭和 41 年には高さ 10 メートル、

長さ 2600 メートルの「万里の長城」とも例えら

れる巨大防波堤が完成しました。田老町は防災の

町を宣言し、人々は安心して沿岸部に家を構える

ようになりました。しかし、3.11 の津波は町が

誇った巨大防波堤を軽々と乗り越え、破壊してし

まいました。実に悲しい歴史です。 

 さて、次週の例会は万燈まつりに振り替えとな

っています。先日は加藤実行委員長の下万燈まつ

りの打ち合わせが行われましたが、今年もチャリ

ティーバザーと安納芋の販

売を中心に行います。万燈ま

つりは社会奉仕活動である

と共に広報の場でもありま

す。皆様方の積極的ご参加を

宜しくお願い致します。 

 

●委員長報告  

健康管理委員会         山根宏夫委員 

インフルエンザの予防注射を 11/7 に家族を含

めて行ないます。又、肺炎球菌のワクチンを、ま

だされていない方は奥様もご一緒に接種される

と良いと思いますのでご希望の会員さんは是非

教えてください。ロータリー料金で実施致します。  

ロータリー財団委員会     齋藤栄作委員長 

ロータリーカードは毎日のお買い物や公共料

金のお支払いで、財団活動に貢献できるカードで

す。多くの方の入会をお願いいたします。もう一

点、12/12 の例会後７階にて 2 時 30 分から２時

間に亘って入間基地司令の田中様の講演会があ

ります。中々聞けない素晴らしいお話しになって

おりますので、是非ご都合をつけてご参加下さい。 

米山記念奨学委員会     宮崎正文委員長 

 今月は米山月間です。先ほど寄付のお願いに回

らせて頂き、ありがとうございます。これからも

ご協力よろしくお願い致します。 

万燈まつり実行委員会     加藤国夫委員長 

 チャリティーバザーの品物が未だ余り集まっ

ておりませんので、当日でも構いませんのでお持

ち下さい。万燈まつり準備の為、事務局は 25 日

出勤、28 日お休みとなります。又、初日は 11 時、

2日目は９時集合となっております。テント設置

と片付けのご協力も宜しくお願い致します。 

 

＜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

39 名 27 名 71.0％ 89.7％ 

事前欠席連絡 5 名 

 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞      滝沢文夫ＳＡＡ 

石川嘉彦君、加藤国夫君～齋藤金作会員卓話宜し

くお願い致します。 

本日\2,000   累計\309,00 

■会報委員長：関谷 永久  ■当番：齋藤 金作 

■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 

 

入間ロータリークラブ  Weekly Report 

第15号 ２783回例会 ２０１３年10月 17日（木） 

 

入間ロータリークラブ 

 

 

 Weekly Report 
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 会報委員会（関谷・平岡・忽滑谷）

 ■■■ 会 員 卓 話 ■■■ 

「日本ロータリーの創始者 米山梅吉とその周辺」        齋藤金作会員 
 

米山梅吉さんは、明治元年 2月 4日に東京芝田村町で、士族・和田竹造の 

三男として生まれております。お母さんは伊豆三島神社の娘さんです。お父 

さんが 5歳の時亡くなったため、米山さんはお母さんの実家・三島に帰り、 

神童の誉が高かったといわれる彼は、米山家に懇望され養子となったのです。 

明治 21 年アメリカに渡りオハイオ州、ニューヨーク州の大学で法学を勉強し 

8 年間の苦学の末、帰国。当時 73 歳の勝海舟と師弟関係を結び、翌年の明治 

29 年には米山はるさんと結婚されました。 

大正期、日本政府は「日本帝国政府特派財政経済委員会」を編成して視察 

団を大正 6年から大正７年にかけアメリカへ派遣、そこで米国テキサス州ダ 

ラスで、ダラス・ロータリークラブ会員であつた福島喜三次氏からロータリー 

ーのことを聞き、大いに心を動かされて帰国し、2年後の大正 9年に帰国した福島氏とともに、東京

でロータリークラブの設立に努め、２４名のメンバーで、新クラブを創設しました。9月 1日に設立

準備会が開かれ、同年 10 月 20 日東京銀行クラブで創立総会が開催され、東京クラブが誕生しました。

なお、RI から正式に認証されたのは 1921 年 4 月 1日になってからです。続いて「大阪ロータリーク

ラブ」が設立されました。 

遠い遠いアメリカ・シカゴの地で呱呱の声をあげた小さな組織体が東洋の日本という小さな島国に

上陸し、その首都東京に初めて設立され、今、当時を振り返ってみれば開拓された、アメリカに新し

く生まれてデモクラシーを標榜する社会では、それを健全に守るには、何よりも仲間意識が大切であ

るが、長い封建鎖国の時代から明治維新を経て、大正デモクラシーといわれても、それはほんの上辺

だけで旧態依然たる日本の人々が理解し、受け入れることは誠に容易な事ではなかったと思う。これ

を 100%承知の上でこれを超越し、幾多の高いハードルを飛び越えて、受け入れ、無から 1 つの組織

を作り上げた先人達の勇気、叡知、高邁な精神力と緻密な方策については高く評価するべきであって、

私は今生きるロータリーの１人として深く敬意を表すと共に大きな拍手を送るものである。 

東京 RC 創立 3年後に発生した関東大震災では、世界各国 503ＲＣから 89.800 ドルという多額の義

援金、救援物資が、大阪 RC を経て続々と送られてきました。時は移り、昭和初期未曾有の世界大恐

慌が発生、ロータリーも膨大な被害を蒙り、多くの仲間を減らす結果となったが、反面想いも寄らぬ

大きな収穫を得ている。それはシカゴのロータリアン ハーバート J.テーラーが 4項目からなるモラ

ル向上の方法として職業奉仕にふさわしい短い職業倫理訓を草案。この指針「4つのテスト」は、窮

地にあった彼の会社を救うのに役立ったのです。ロータリーの根幹であるとされる職業奉仕につい

て、その神髄は何か?と問われるならば「私は迷うことなく、それは己の携わる職業について常、日

頃から倫理基準を高めるべく努力する事である」と答えます。 

 戦時色が次第に濃くなるに従い、ロータリー・クラブに対し、軍部や右翼から妨害や圧迫が加えら

れるようになり、1940 年(昭和 15 年)に、日本の RC は国際 RC から脱退しました。当時日本には３７

クラブがありましたが、その多くは、脱退後も、例えば「○○曜会」などの名称で会合を続け復帰ま

で、このような形で存続していました。第 2次世界対戦中に国際ロータリーから脱退した日本のロー

タリーは、1949 年に復帰しましたが、残念ながら、米山梅吉氏、福島喜三次氏はそれを待たずに、

この世を去りました。翌 1947 年 1 月にはポール・ハリスも 78 才の天寿を全うします。 

米山さん没後、昭和 27 年、東京クラブは 53 名の各界代表の有力者が委員となって東洋諸国の学生

を日本に留学させる奨学金制度が米山初代会長を記念するために企画され、軌道に乗せられ今日に至

っている。これが現在の日本最大の民間奨学事業「公益財団法人ロータリー米山記念奨学会」である。

■回覧、配布物   

① ガバナー月信 2013 Vol.4 

② いるま社協だより No.160 

③ 11/29 地区大会出欠表 

④ 10/26,27 万燈まつり出欠表 

⑤ 10/31 万燈まつり慰労夜間例会出欠表

⑥ ハイライトよねやま 163 

⑦ 本日の卓話資料(米山梅吉とその周辺)

⑧ 他クラブ週報＆例会変更のお知らせ 

⑨週報 13 号 14 号。 
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■会報委員長：関谷 永久  ■当番： 

■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 

 

入間ロータリークラブ  Weekly Report 

第16号 ２784回例会 ２０１３年10月 26 , 27 日（土･日） 

 

入間ロータリークラブ 

 

 

 Weekly Report 

 
 10/26(土)-27(日) 活動の PR とバザー&やきいも

パネル展示して、入間ＲＣを紹介 

友野会長の挨拶で撤収作業は終了。 
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二日目は良いお天気に

なりお祭り日和でした。
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第１７号 ２７８５回例会 ２０１３年1０月 ３１日（木） 
万燈まつりの納会を兼ねて「ナポリのかまど」での夜間例会 

■会報委員長：関谷 永久  ■当番： 

■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 

会報委員会（関谷・平岡・忽滑谷）

 

入間ロータリークラブ 

 

 

 Weekly Report 
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＜今月のお祝い＞ 

会員誕生日 
大野賢次君   関谷永久君 
摂田順一君 

夫人誕生日 
上野良子様   関谷ミサ子様 
粕谷美代子様  馬路悦代様 

結婚記念日 

齋藤福太郎君  後藤賢治君  

宮寺成人君   滝沢文夫君  

水村雅啓君   上野弘勝君  

森田英郎君   齋藤栄作君  

関根靖郎君 

＜１２月のプログラム＞ 

 当番 内 容 

 5 日 摂田 
会員卓話 石川嘉彦会員 
「入間市の文化財について」  

12 日 豊田 座禅例会(馬路会員) 

19 日  クリスマス例会 ﾍﾘﾃｲｼﾞ飯能 

26 日  年越し蕎麦例会 

 

≪ビジター・ゲスト≫ 

米山記念奨学生 スヘバートル･ジャウフラント様 
 

●●●会長の時間       友野政彦会長 

来月の第一例会は年次総会になります。当入間

ロータリークラブでは例年、指名委員会を設置し

ています。本年度も指名委員会の設置を細渕指名

委員長にお願いします。 
さて、今日本が誇る「おもてなし」が揺らいで

います。食材の虚偽表示が今週になっても拡大し

ているのです。特に牛肉やエビなどで、高価な物

を安価な物に代替しているケースが目立ちます。

牛肉では加工肉をステーキと称して提供してい

る事例が多く見受けられました。肉片を結着剤と

共に固めて自由に形を変えた成型肉や、赤身の肉

に牛脂を注入して「霜降り」状にした加工肉は「ス

テーキ」と表示してはならないとの事です。また

バナメイエビを芝海老、ブラックタイガーを車海

老と証するのも明らかな虚偽でしょう。ホテルコ

ンサルタントによれば、レストラン等の飲食は利

益率が低い為安い食材を使いメニューを偽った

可能性が高いとの事です。どの業界においても、

単なる誤りは起こり得る事でしょうが、故意に偽

ったとなれば非常に罪深いことです。しかも今回

舞台となったのは一流ホテルや老舗百貨店です。

信頼を築くのは時間がかかり、それを失うのはあ

っという間なのに、自らがブランドを壊してしま

いました。 
改めて云うまでもなくロータリークラブが他の

団体と異なるのは職業奉仕の存在です。2009～
2010 年度に加藤ガバナーの下、平岡地区職業倫
理委員長が編集した「社訓・家訓集」ここにあり

ます。これを見ますと各クラブの会員の事業所の

社訓に、ロータリーの 4つのテストと似ているも
のも多いなと感じました。4つのテストはハーバ
ート・テイラーが自らの会社に掲げた社訓です。

「真実かどうか」、つまり商品に偽りがあっては

ならないことは時代が変っても不変の職業倫理

である事を再確認しました。 
●幹事報告         西山祐三幹事 

第 5回定例理事会報告 ＜協議事項＞ 

1.12 月、1月のプログラムについて 

2.入間南 RC 合同例会､万燈まつり慰労会会計報告 
＜報告事項＞ 

①11/29 第 2570 地区大会 場所:所沢ミューズ、

午前中,会長幹事等セミナー 13:15記念コンサ

ート,14 時本会議 交通手段各自で現地集合。 

②11/6 丸広パーティメニュー試食会に参加 

③11/15地区社会奉仕委員会 坂戸文化会館に於

いて吉永章子会員、齋藤栄作会員出席 

④11/18 入間市表彰審査会 

⑤11/28 冬の交通安全出陣式 

⑥市民憲章推進被表彰者推薦 締切 11 月 29 日 

⑦ロータリーレート １＄ 100 円 

⑧来週の例会に加藤玄静パストガバナーご来訪 

多数のご出席をお願いします。 

■会報委員長：関谷 永久  ■当番：齋藤 福太郎 

■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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●委員長報告  

雑誌委員会         水村雅啓委員長 

 今月はロータリー財団月間です。今年度から新

しい補助金システムがスタート。世界最初の承認

となったグローバル補助金による事業記事をお

読み下さい。又、11 月 4～10 日は世界インター

アクト週間です。当地区の記事が出ています。 

｢わがまち・そしてロータリー｣は 10 月号からス

タートした今年度の新連載です。｢わがまち｣を通

じてロータリーと地域の関わりを紹介していて、

中々楽しい連載で、今回は愛知県名古屋市です。  

プログラム委員会       晝間和弘委員長 

12月のプログラムは表記どおりです。尚、12/12 

の座禅例会は長徳寺にて12時30分より行ないま

す。少し寒いと思いますが、当日はゆったりとし

た服装で多くの方のご参加お願いします。 
地域発展委員会        大野賢次委員長 
 入間市の防犯カメラ設置場所が決定いたしま
した。図書館が夜９時迄開館した事により産文セ

ンターの中庭を予定しております。又詳しく決ま

りましたら随時ご報告いたします。 

加藤国夫エレクト 
 10/30に国際奉仕セミナーに参加してきました。 

お手元に回覧いたしました日豪の募集に関して

をご覧になって下さい。姉妹クラブ提携もお願い

したいとのお話しもありました。 
 

＜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

39 名 33 名 86.8％ 92.3％ 

事前欠席連絡 2 名 
 

＜ニコニコＢＯＸ＞      滝沢文夫ＳＡＡ 

友野政彦君～山根先生本日は予防接種ありがと

うございます。加藤さん写真ありがとう。齋藤金

作君、石川嘉彦君、岩崎茂君、山岸義弘君、吉永

章子君、細淵克則君、摂田順一君、西山祐三君、

宮寺成人君、晝間和弘君、齋藤栄作君、宮崎正文

君、木下登君、豊田義継君、田中快枝君～加藤さ

ん写真ありがとうございます。滝沢文夫君～痛く

ない注射ありがとうございました。 

本日\72,000    累計\381,000 
 

■回覧、配布物   

① ロータリーの友 11 月号  

② ガバナー月信 2013 Vol.5 

③ 第 38 期生日豪青年相互訪問代員候補者募集案内 

④ 骨髄移植推進財団 20 周年上演お礼状 

⑤ ｢SAKUJI 作戦｣推進について 

⑥ 12/12 座禅会出欠表 

⑦ ロータリー文庫決算書総括表 

⑧ 日台ロータリー親善会議ツアー参加申込書 

⑨ 第２回いるま環境フェアー報告書 

⑩ 茶の香めーる Vol.50 

⑪ 昨年度国際奉仕部門地区事業委員会報告 

⑫ 他クラブ週報＆例会変更のお知らせ 

⑬ 週報 15 号・16,17 合併号 

■■■ 会員卓話・私の健康の秘訣■■■ 
齋藤福太郎会員 

 私は昭和 37 年から三年続け

て腹を切り、執刀の先生から

「タバコ」を止めたらと言われ、

其れ以来たばこは止めていた。

しかし、昭和 41 年に秋田県の花輪安定所管内の

中学校に求人のお願いに出かけ、二,三校廻り指

定された旅館で先生方との宴席を囲み夜、床に就

き、うとうととし始めた時に｢ドカン｣と音がしま

した。誰か部屋を覗いている姿が見え、｢誰だ｣

と大声で叫ぶと相手は屋根伝いに逃げて行きま

した。私は興奮の余り、飲み残しのビールと置い

てあったピースに手をつけてしまい、ヘビースモ

ーカーに戻ってしまった。話は変わって、今から

20 年程前に新狭山駅からタクシーに乗り、礼を

尽くして「運転手さんタバコを吸って良いです

か？」と話したところ「吸わないで下さい。」と

言われ、尚且つ「お客さんタバコの何処が良いん

だよ」の言葉で、滅多にカッとしない私ですが、

その場でタクシーを降り歩いて新狭山の駅まで

戻って家に帰りました。この気持ちがどうしても

溶けないで、やはりこれはタバコを吸ってはいけ

ないとの神のお告げだと、自発的にタバコを止め

ました。其れからは一度もタバコを吸っておらず、

私にとっては良かった事だと思っています。 
 

 
 

齋藤金作会員 

 先ず断っておきたいのは、私は

「健康の秘訣」など持ち合わせて

いないので、日常の過ごし方を述

べてみたい。朝五時前起床、40

分のウォーク、帰宅後、庭でスト

レッチと続いて濡れタオルで全身摩擦、次に仏壇

に朝の挨拶。趣味と運動はゴルフ・園芸・カメラ・

美術鑑賞・旅。睡眠時間 6.5～7 時間です。 

 問題は頭脳(心)の健康管理である。生きている

我々には否応なく「老い」が進んで来る。この現

象は避けて通ることの出来ないものであるが、困

る事にこれに伴って「呆けてくる」ことも生じて

来る。呆け=耄碌 これは人によって個人差があ

り、努力によって或る程度「回避」する事が出来

たり「防御」できたりする様に思われる。 

昔、誰かが言った呆け防止に役立つ四つの方法、

毎日①10,000歩行 ②1,000文字を書く ③100回

噛む ④10 回ありがとう(感謝)。しかし問題は②

の１日最低 1000 文字消化すべしである。現代人

は文字関連の機材が導入されてから本来の文字

を書くことを忘れ果て、文字が書けない、読めな

くなる事が心配される大きな問題である。 

私の呆け防止策の１つに可能な限り新聞・本、

雑誌をよく読み、書き留めることに努め、見たこ

と・聞いたこと・読んだことの覚書が今、七冊と

なり、今後も続けていきたいと思っております。 

会報委員会（関谷・平岡・忽滑谷）
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≪ビジター・ゲスト≫ 

本庄ロータリークラブ  

パストガバナー       加藤 玄静 様 

 

●●●会長の時間       友野政彦会長 

昨日の新聞に、来夏にも北海道で原発のゴミを

封印する実験が始まるとの記事がありました。原

発のゴミとは、使用済み核燃料からプルトニウム

やウランを取り出した後に残る廃液のことで、こ

れを安全に保管する場所が処分場です。現在日本

国内に原発は 50 基ありますが処分場はありませ

ん。処分場を選定し、それが稼動するのは、早く

ても 2040 年代になるといわれています。海外で

はフィンランドがこの問題では先行しており、８

月にフィンランドの処分場を見学して以来小泉

純一郎元総理が「原発即時ゼロ」を訴え続けて話

題になっています。今現在国内には２万５千本相

当の使用済み核燃料があって、東京ドーム 80 個

分の広さの処分場が必要だそうです。稚内から南

に 50 キロの地点にある幌延町の深地層研究セン

ターで、深さ 350 メートル地点に水平坑道が貫通

し、封印実験はここを用いて行われます。実験で

は使用済み核燃料の代わりに電熱ヒーターを鉄

鋼製の容器に入れて約 100 度にして粘土で覆っ

て埋めます。これを約５年かけて容器の耐久性、

地下水や地震の影響を調べるとの事です。しかし、

実際の使用済み核燃料の場合、ガラスと混ぜて固

めて容器に封入し 30～50 年かけて冷却した後、

10 万年程度埋めるとの事です。私は 10 万年とい

う時間は想像がつかないのです。今から遡ってみ

ますと、古代文明はどれも数千年前、最後の氷河

期(ウルム氷期)が終わったのが約 1 万年前でま

だマンモスが生息していました。現生人類がアフ

リカで誕生したのが約 10 万年前といわれていま

す。翻って 10 万年後はどうなっているのかなど、

人類の存在も含めて想像するのは困難です。国土

が狭く人口密度が高く資源に乏しい日本のエネ

ルギー政策は実に難しい問題です。 

●幹事報告         西山祐三幹事 

 ガバナー月信のプリントは来週お持ちします。 
 

●委員長報告  

プログラム委員会       晝間和弘委員長 

12/12 の座禅例会ですが、12 時 30 分より行な

います。お弁当を食べました後、ゆったりとした

服装での参加お願いします。尚、車は可能な限り

お寺の境内まで入ってきて頂ければと思います。 
 

＜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

39 名 23 名 58.9％ 75.6％ 

事前欠席連絡 10 名 
 

＜ニコニコＢＯＸ＞      滝沢文夫ＳＡＡ 

大塚拓君～父・勲の葬儀にあたり、ご会葬・ご弔

意を賜り、誠にありがとうございました。加藤国

夫君～先月の万燈まつりありがとうございまし

た。友野政彦君、石川嘉彦君、平岡達也君、吉永

章子君、細淵克則君、西山祐三君、晝間和弘君、

後藤賢治君～加藤ＰＧ卓話ありがとうございま

す 本日は宜しくお願いします。 

本日\28,000    累計\409,000 
 

■訃報 

所沢ロータリークラブ 鈴木欣三様(享年 91 歳) 

11 月 11 日逝去 通 夜  11/20 18 時より 

告別式  11/21 11 時～12 時半 

場 所 所沢市斎場 
 

■回覧、配布物   

① 入間万燈まつり実行委員会より協賛御礼 

② RI2570 地区派遣学生 10 月次報告書 

③ ハイライトよねやま 164 

④ 埼玉県腎・ｱｲﾊﾞﾝｸ設立 25 周年記念誌について 

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 他クラブ週報＆例会変更のお知らせ 

⑧ 週報 18 号 

■会報委員長：関谷 永久  ■当番：関根 靖郎 

■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 

 

入間ロータリークラブ  Weekly Report 

第19号 ２787回例会 ２０１３年11月 14日（木） 

 

入間ロータリークラブ 

 

 

 Weekly Report 



 - 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■■ 講 師 卓 話 ■■■ 
 

「規定審議会を通して、今後のロータリーは」 
本庄ロータリークラブ 加藤 玄静様 様 

 私が規定審議会に行って来た、向うでの様子を少しお話させて頂きます。又、 

今回 200 提案された議題の採択・否決された一覧を友野会長がエレクトの時に 

鈴木ガバナーの意向を受けて一度編集したものを、今日はお持ちいたしました。 

①ロータリークラブの範囲と諸目的 

 ・個々の会員の向上 

・会員の事業における現実と理想の両面における向上 

 ・会員の同業者及び専門職全体の向上 

 ・会員の家庭、地域、国及び社会全体の向上 

②ロータリーには、変えずに守るべき重要な二つの事柄が存在 

 ・ロータリーの会合は、その活気を得る為に決して酒類による間違った勢いに頼ってはならない

 ・ロータリーの会合では、スピーカーは無意味で価値のない冗談を言ってはならない 

③ロータリーが大きく変わってきた点 

１．１業種１名が、５名又は会員数 51 名以上のクラブは 10％ 

２．女性の入会が承認（1989 年） ・・・会員数全体の 15％ 

３．職業を持たない人の入会が承認（2013 年規定審議会） 

４．例会場を持たない、Ｅクラブの承認（2010 年規定審議会） 

５．DLP CLP の導入 

６．５大奉仕に分類 

７．クラブの役員・理事構成の変更 

８．地区・クラブに、研修リーダー及び研修委員長を置く 

９．Ｒ財団「未来の夢計画」の導入（2010 年７月） 

10．出席免除の 65 歳以上の年齢制限を廃止（2013 年規定） 

11．例会開催前後２週間以内にメークアップする 

④特に地区・クラブに反映されると思われる案件 

 ・クラブ報告の規定を改定し、証明された報告は会員に配布する 

 ・クラブ幹事を理事会のメンバーにする 

 ・同一クラブへの再入会の入会金を免除する(今年から) 

 ・出席免除の 65 歳以上の年齢制限を廃止する 

 ・仕事をしていない方の入会を認める 

 ・名誉会員がＲＩ徽章を着用する事を認める(今年から) 

 ・人頭分担金を 5か年連続増額する事 

 ・地区協議会を地区研修協議会に名称を変え、内容を明確にする 

  (ロータリーを辞めていく人は、圧倒的にロータリーを理解しないでやめていっている。国際ロ

ータリー123 万人のうち 10 年間で 110 万人が入れ替わっており、如何に国際ロータリーでも

研修不足だったと感じ、一生懸命クラブのリーダーと地区のリーダーには勉強して頂く) 

 ・第 5部門新世代を青少年に名称をかえる 

 ・ガバナーの任務を改正し、規定審議会後クラブ定款・細則を直ぐに変更されているか指導する

 ・ガバナーノミニーノミニーをガバナノミニー・デジグネート(候補)と呼ぶ 

 ・試験的プロジェクトを 200 から 1,000 に増加する 

 ・最低額を排除し、10 名以下のクラブに財務的罰則を加えない 

 ・会員身分を提供する 

 ・本クラブの奉仕プロジェクトその他のイベントに参加するべきものとする 

 ・ＲＬＩをＲＩの常設プログラムに指定されるよう、理事会に付託される 

 ・今後予想される問題点 例会頻度,会員身分,メークアップの改定・入会金廃止・人頭分担金 

以上の案件を自分のクラブでチェックして頂き、事業計画書に反映させてください。 
規定審議会とは一言で言えば、手続要覧を自分たちの考え方で変えられます。今回提案された立法

案は 200件。日本からの提案は少なく、当地区からは 0でした。新しいロータリーを目指すために、
地区やクラブで検討しなければならないでしょう。 
国際ロータリーのスローガン「入りて学び 出でて奉仕せよ」とは例会の場所に来て 1つでも覚え

て、出たら実践していく事ではないでしょうか。本日はありがとうございました。 

会報委員会（関谷・平岡・忽滑谷）
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●●●会長の時間       友野政彦会長 

台風 30 号のフィリピンにおける被害が連日報

じられています。この件につきまして、ロン・バ

ートン RI 会長よりメールが届いておりますので

ご紹介いたします。 

朋友ロータリアンの皆様 

 ご存知のように、11 月８日、史上最大の台風

がフィリピン沿岸の町や村を襲い、甚大な被害を

もたらしました。何千という方が命を落とし、数

十万人の被災者が家を無くし、食料や水のない生

活を強いられることとなりました。 

 ロータリアンである私たちも、こうした被災者

を救いたいと考えていると思います。クラブの皆

様には、緊急援助物資を提供する為に今すぐ行動

を起すとともに、家屋や学校、事業の建て直しな

ど、復興に向けた計画を立て始めていただけるよ

うにお願い致します。ロータリーは災害救援団体

ではありませんが、助けを必要とする人を支援す

ることが、ロータリーの仕事です。 

 更に続けて RI 会長はロータリーのパートナー

団体である「シェルターボックス」への支援を呼

び掛けられています。「シェルターボックス」と

はイギリスのコーンウォールを拠点とするチャ

リティー団体で、被災地へテントやコンロなど生

活に必要な物資一式を詰めた箱を送り届ける活

動をしており、東日本大震災の際も同団体から沢

山の支援を受けています。また、中井ガバナーも

地区として被災地を支援する旨を述べています。

当クラブは本日の例会終了後、臨時理事会を開催

し義捐金の件を決議する予定です。 

 さて、話題は変りますが本日はボージョレヌー

ヴォーの解禁日です。入間ロータリークラブは木

曜日が例会日ですので、11 月の第三木曜のボー

ジョレ解禁日には毎年例会の後、予約していたボ

ージョレを買って帰ることにしています。今年は

やや熟成に時間がかかっていますが、当たり年だ

そうです。 

 

●幹事報告         西山祐三幹事 

 来週の地区大会登録受付 12 時 30 分～13 時 

記念コンサート 13 時 15 分～13 時 45 分 

本会議 14時～18時 ★航空公園駅東口から会場

シャトルバスが 10 分間隔程度で運行、当日はク

ラブブレザー、クラブタイを着用お願いします。 

 

●委員長報告  

健康管理委員会       豊田義継委員長 

 先般の例会では斉藤福太郎会員と齋藤金作会

員に卓話を頂きありがとうございました。別件な

んですが、12/12 さくら草ホールにて 3時から入

間基地司令の空将補、田中幹士氏の講演会があり

ます。 テーマ｢制服を脱いで話す防衛講話～歴史

観、国家観～｣挙ってのご参加お待ちしています。 

諮問委員会          関根靖郎委員長 

 本日午後 6時半より「やまき」にて諮問委員会

を開催いたしますので、宜しくお願い致します。 

 

＜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

39 名 28 名 71.7％ 89.5％ 

事前欠席連絡 5名 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞      滝沢文夫ＳＡＡ 

細淵克則君～昨日、青年会議所のＯＢ会で、赤い

チャンチャンコのお祝いをしていただきました。

関根靖郎君～早退します。 

本日\2,000    累計\411,000 

 

■回覧、配布物   

① 地区大会決議案・規定案のご説明 

② 武蔵野音楽大学演奏会のお知らせ 

③ 12/12 座禅会出欠表 

④ 12/19 クリスマス家族例会出欠席表 

⑤ 他クラブ例会変更のお知らせ 

⑥ 週報 19 号 

■会報委員長：関谷 永久  ■当番：摂田 順一 

■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 

 

入間ロータリークラブ  Weekly Report 

第20号 ２788回例会 ２０１３年11月 21日（木） 

 

入間ロータリークラブ 
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■■■ 会 員 卓 話 ■■■ 
 

「１１月・ロータリー財団月間・・・皆さんでロータリー財団を考えて見ましょう。」 
                         ロータリー財団委員長 齋藤栄作委員長 

          財団の目的は世界で良いことをしよう！です。 

2017 年にロータリー財団は設立 100 周年を迎えます。RI の戦略計画を行ってゆ

くための財団である事がより明確に打ち出されて来ています。財団への寄付を

お願いするためには寄付の種類を共に勉強し、その寄付がどのように使用され

て行くのかを理解してゆく必要があります。 

国際ロータリーの使命は以下３項目からなります。 

         ①他者に奉仕する事。②高い倫理基準を維持する事。③世界理解親善、平和を

推進(advance)する事。ロータリー財団の使命は３番目の世界理解、親善、平和

を達成できる様にする事です。その役割は国際ロータリーの承認を得て目標を実現していく事です。
 

2013～2014 年度 ロータリー財団は４つの目標を掲げています。 

①ポリオの撲滅・・もう一歩のところまで来ています。 ②財団に対する自覚と誇りを育む事 

③ポリオ撲滅に向けての成功、努力が自覚と誇りを育む。④新しい補助金モデルの導入・・全世界

導入を成功させ未来の夢を実現する。 

 革新的なプロジェクトへの参加  

より公平で平和的な世界を築くために革新的なプロジェクトと創造的なパートナーシップ参加。 

☆年次基金目標額一人＄１００ドルで達成 １億２千万ドル 
 

グローバル補助金 ロータリーの優先活動 （６つの重点分野に補助金は使われるべきである。） 

○平和と紛争予防・紛争解決（平和の推進） 

○疾病予防と治療（疾病との闘い） 

○水と衛生（きれいな水の提供） 

○母子の健康 

○基本的教育と識字率向上（教育の支援） 

○経済と地域社会の発展（地元経済の成長） 
 

未来の夢計画には５つの目的があり、手続を簡素化するために、新地区補助金とグローバル補助金

の 2種類のみとなります。 

新地区補助金 財団の使命に当てはまる活動を支援するために地区に一括で支払われる補助金で

す。小額の支給ですが地区と財団補助金が身近になる補助金です。 

グローバル補助金 ６つの重点分野において多大な影響をもたらす持続可能な大規模プロジェクト

を支援する。パッケージグランドを提唱する事も出来ます。 

持続可能性とは？＝補助金資金が全て使用された後にも地域社会の継続的ニーズを満たすためにプ

ロジェクトがもたらした影響を長期的に持続できる事 

財団支援＝財団寄付を募ること、その資金を活用して財団プログラムに参加する事。 
 

寄付の種類 

○年次寄付 

 使途を指定した使途指定寄付（ポリオプラス等）、 

使途を指定しない年次寄付があります。 

 年次寄付は２年間の利殖期間を置いて運営費を捻出し３年後に全額をその年次のプログラムのた

めに使用する仕組みになっています。 

○恒久基金寄付 

 この基金への寄付は年次寄付と違い元本金には手を付けずその利子配当だけをプログラム資金に

充て安定した運営を図ろうというものです。例えば 100 ドルの寄付でケニア２人の子供の１年分

の学費と教材費。500 ドルで南アフリカ小学生 150 人の為の図書。インドの孤児院にベッド 10 台
 

ポリオ撲滅について(10 月 24 日世界ポリオデ―）ロン Dバートン 2013 年-14 年度 RI 会長（アメ

リカ・ノーマン RC）は「私たちは今、ポリオとの闘いにおいて最終章にさしかかっています最重要

項目として位置づけ「未来の夢」という全く新しい補助金制度を開始するにあたり「ロータリー財

団の歴史において新たな章に入りましたと言及しました。（ロータリーの友７月号） 

☆ロータリー・カードへの入会をお願いします。 

 会報委員会（関谷・平岡・忽滑谷）
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会場:所沢市民文化センターミューズ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

■会報委員長：関谷 永久  ■当番： 

■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 

 

入間ロータリークラブ  Weekly Report 

第21号 ２789回例会 ２０１３年11月 29日（金） 

 

入間ロータリークラブ 

 

 

 Weekly Report 

国際ロータリー第 2570 地区 2013-2014 年度   地 区 大 会 

午前の指導者育成セミナーは各クラブの会長・幹事と地区役員に地区外からの来訪者の合計で

150人程度で行い、セミナー終了後に同じ会場で RI会長代理ご夫妻歓迎昼食会を開催。各クラブ

の会長・幹事が一堂に会して会長代理やセミナー講師、地区外からのご来訪者を囲んで食事をい

たしました。午後からの本会議は、一般市民にも入場料無料で開放し、地区内会員は当然ながら

無料であり、参加者の人数の制限はありません。又、ご家族や入会を勧誘している方などのご参

加も歓迎しました。 
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会報委員会（関谷・平岡・忽滑谷）
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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 

 

入間ロータリークラブ  Weekly Report 

第22号 ２790回例会 ２０１３年12月  5 日（木） 
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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 
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■■■ 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）
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●●●会長の時間       友野政彦会長 

本日は長徳寺にお招きいただきまして有難う御

座います。後ほど馬路会員による法話をお聞きし、

座禅を体験させていただきます。しかし残念なこ

とに私は、日曜日に所沢シティーマラソンに出場

しアップダウンの激しいコースを自己ベストに

近いタイムで完走したのですが、元々痛めていた

左膝を悪化させてしまい、座禅が組めない状態で

す。どうかご了承下さい。 

 皆様はガバナー月信をもうお読みになりまし

たでしょうか。主として地区大会の報告ですが、

｢希望の風講演会｣の記事が掲載されていました。

本庄ロータリークラブが東京国際大学在学中の

山根りんさんという、ロータリー希望の風奨学生

を地元の中学校に招いて講演会を行った報告で

した。山根さんは宮古市出身で、高校の帰り道に

お母様とともに津波に合い、そのお母様を亡くし

ています。その後一度は進学を諦めたのですがロ

ータリー希望の風奨学金制度を知り大学に進み、

将来は NGO 等国際貢献できる仕事に就きたいと

頑張っているとの事です。この制度は当地区の西

川武重郎ガバナーが同期のガバナーらに呼びか

けて立ち上げた制度で、既に１２０人以上の震災

遺児が奨学金を受けています。 

 さて先週はサッカーワールドカップの組み合

わせ抽選が行われました。日本はまずまずのグル

ープに入ったと思います。サッカーもそうですが、

日本が世界レベルに近づいたと実感できるスポ

ーツの一つが競馬です。今から３２年前にジャパ

ンカップという国際招待レースが始まりました。

当時日本が誇る一流馬が、輸送と検疫というハン

デ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を負った、とても

一流とは言えない

外国馬に全く敵わ

なかったのはショ

ックでした。彼我

の差を痛感させら

れ、この先日本馬が勝てる日は来るのだろうかと

思いましたが、３年後に当時日本競馬史上最強と

言われたシンボリルドルフという無敗の三冠馬

が出走し、日本馬初勝利の期待が高まりました。

結果ルドルフは３着でしたが他の日本馬が初勝

利し、翌年はルドルフ自身が勝ちました。以来ジ

ャパンカップにおいては日本馬が勝負できるよ

うになりました。しかし日本馬が海外の G１レー

スに勝利するまでには更に１５年を要しました。

今では世界最高峰と言われる凱旋門賞優勝も現

実のものとなるほど、日本のサラブレッドの生産

と育成のレベルは上がっています。 

 

●幹事報告         西山祐三幹事 

1. ロータリーレート １＄ 100 円 

 

＜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 22 名 57.8％ 62.2% 

事前欠席連絡 16 名 
 

 

■回覧、配布物   

① 12/26 年越し蕎麦例会出欠席表 

② 他クラブ週報＆例会変更のお知らせ 

③ 入間おやこ劇場 1/12 ニューイアーコンサート 

■会報委員長：関谷 永久  ■当番： 

■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 

 

入間ロータリークラブ  Weekly Report 

第23号 ２791回例会 ２０１３年12月 12日（木） 

 

入間ロータリークラブ 

 

 

 Weekly Report 

場所：長徳寺 

点鐘：12時 30分
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★坐禅の前に長徳寺住職の馬路宏樹会員より説法をして頂きました。 

 この掛け軸は「出山の釈迦」でございま

して、お釈迦様が 6 年間苦行したが心の安

らぎが求められなくて苦行を捨てて山から

出てこられた図です。 

菩提樹の下で坐禅をして 12月 8日の明の

明星を見て悟られたといわれています。修

行の道場では今でも 12/1 から 12/8 まで坐

禅三昧に入ります。曹洞宗の教えの根幹は

坐禅にあり、それはお釈迦さまが坐禅の修

行に精進され、悟りを開かれたことに由来

するものです。禅とは物事の真実の姿、あり方を見極めて、これに正しく対応して

いく心のはたらきを調えることを指します。そして坐ることによって身体を安定さ

せ、心を集中させることで身・息・心 の調和をはかります。坐禅をしているだけ

が坐禅ではありません。行住坐臥「行」は歩くこと。「住」はとどまること。「坐」

は座ること。「臥」は寝ること。日常の全ての立ち居振る舞いで実践していく事が、

お釈迦様が教えてくださいました事だと思います。 

坐禅の足の組み方には両足を組む結跏趺坐（けっかふざ）と片足だけの半跏趺坐

（はんかふざ）があり、正座や椅子でも行なえます。手は右手を下にして左手を上

にして親指が軽く触れる状態。これを法界定印と言い大宇宙と一体という意味です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                      坐禅の前に和やかにお弁当を頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
会報委員会（関谷・平岡・忽滑谷） 
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会場：ヘリテイジ飯能 点鐘：18 時 30 分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●●●お客様 

入間ＲＣ名誉会員   入間市長 田中 龍夫 様 

入間南ロータリークラブ 会長  澤田 平司 様 

入間南ロータリークラブ 幹事  田中  悟 様 

入間南ロータリークラブ事務局  野村ふみよ様 

米山記念奨学生  スヘバートル･ジャウフラント 

 

●●●会長の時間       友野政彦会長 

 

本日はご多忙にも

かかわらず、またお

足元の悪い中、田中

市長様を始め、入間

南ロータリークラブ

の澤田会長・田中寛

治・事務局の野村様、

当クラブのクリスマ

ス会にお出でいただ

きありがとう御座い

ます。またたくさん

のご家族のご参加を賜り感謝しております。我々

ロータリアンがクラブライフを満喫できるのは、

ご家族の支援があってのことです。本日はどうか

ごゆっくりおくつろぎ下さい。 

 さて、先日の持ち回り理事会でご承認いただき

ましたフィリピンへの義捐金は、国連高等弁務官

事務所を通じて遅らせていただきましたが、ここ

に感謝状が届いております。電話をいただいた担

当事務官が、国際親善奨学学友であるとの事で、

とても親しみを覚えました。本日は以上とさせて

いただきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

＜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

39 名 32 名 84.2％ 76.3% 

事前欠席連絡 7 名 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■会報委員長：関谷 永久  ■当番： 

■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 

 

入間ロータリークラブ  Weekly Report 

第24号 ２792回例会 ２０１３年12月 19日（木） 

 

入間ロータリークラブ 

 

 

 Weekly Report 

ウッドペッカーズの皆さんによる 
マリンバと打楽器の演奏 
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晝間会員・新井会員・吉沢会員の演奏で 
フィナーレは全員で「花は咲く」を合唱。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 会報委員会（関谷・平岡・忽滑谷）

第２５号 ２７９３回例会 ２０１３年1２月２６日（木） 

■ 点鐘：12:30

■ ちゅるり  

万燈祭りの収益金を 
入間市社会福祉協議会へ

●●●会長の時間        友野政彦会長 

新入会員候補者の後藤健様（電気工事・鉄道関係）の

推薦に対し、異議申し立てがありませんでしたので本

日、入会のご報告申し上げます。 
今年もあと何日かになりましたが、会員の方々には大

変ご協力頂きありがとうございました。来年もご支援・

ご協力宜しくお願い致します。 

嬉しい！何かなー？

サ
ン
タ
の
ネ
ク
タ
イ
素
敵
で
す 
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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

第2６号 ２79５回例会 ２０１４年 1月  9 日（木） 

■会報委員長：関谷 永久  ■当番：豊田 義継 

■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 

 

入間ロータリークラブ  Weekly Report 
 

入間ロータリークラブ 

 

 

Weekly Report
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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。 



 - 1 -

 

 

 

 

 

 

 

 

●●●お客様 

埼玉りそな銀行 入間支店長 鈴木 俊太郎 様 

飯能ロータリークラブ 会長 吉田 武明  様 

                      幹事 山岸 敬司  様 

              吉澤 文男  様 

              神田 敬文  様 

              川口  浩   様 

              間邊 元幸  様 

              本橋  勝  様 

              矢島 高明  様 

              大崎 光二  様 

福島  毅  様 

        出席委員長 塩野  裕  様 

 

 
皆様ようこそいらっしゃいました。 

 

■■■米山功労者 

マルチプル 6回目=齋藤金作会員  

功労者=晝間和弘会員,宮崎正文会員  

米山功労クラブ 22 回 

 

 

 

 

 

●●●会長の時間       友野政彦会長 

今年はどんな年になるのでしょうか。財政状況

につきましてはこの後鈴木支店長さんにお話い

ただきますし、都知事選も面白いのですが本日は

全く違うことをお話いたします。先日天文年鑑に

よって今年の主な天文現象を調べてみました。見

ものとしては、４月に火星が地球に接近・10 月

に皆既月食・8月から始まるガリレオ衛星の相互

食が 11 月に見ごろを迎えることなどが記載され

ていました。ガリレオ衛星とは、17 世紀の初め

にガリレオが自作の天体望遠鏡で発見した木星

の 4つの衛星、イオ・エウロパ・ガニメデ・カリ

ストのことです。この衛星どうしがお互いを隠し

たりまた隠されたりする現象を相互食といい、小

さな望遠鏡でも観察できます。ただ昨年や一昨年

と比較すると全体に地味な印象です。昨年はアイ

ソン彗星が観察できましたが、発見当初は百年に

一度の大彗星になるのではないかと言われてい

ました。結果は全くの期待外れでしたが、とても

ワクワクさせられました。一昨年は金環食が観ら

れました。リング型の太陽を観察された方も多い

のではないでしょうか。観測用のグラスもずいぶ

ん売れたようです。しかし一生に一度観てみたい

天文ショーを挙げるとすれば皆既日食と超新星

爆発です。皆既日食については、いつどこで起こ

るか 100 年以上先まで皆既継続時間も含めて明

らかになっています。今年は見ることができませ

んが来年は北太平洋や北極海で、再来年はインド

ネシアなどで観測できます。今後日本で観ること

ができるのは2035年 9月 2日が最初になります。

一方の超新星爆発は原則としていつ起こるのか

全く予測できないのですが、オリオン座のベテル

ギウスにおいて間もなく超新星爆発が観られる

といわれています。満月以上の明るさになるとの

事です。尤も天文学における｢間もなく｣ですので

千年先かもしれません。なお、ガリレオは 1604

年に超新星爆発を観察しています。  

第27号 ２796回例会 ２０１４年 1月16日（木）例会場、丸広･さくら草ホールに変更

■会報委員長：関谷 永久  ■当番：忽滑谷 明 

■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 

 

入間ロータリークラブ  Weekly Report 
 

入間ロータリークラブ 

 

 

Weekly Report
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●幹事報告         西山祐三幹事 

1.齋藤栄作会員、次年度地区社会奉仕部門 

委員長に指名 

2.1 月度ロータリーレート 1ドル 102 円 

3.1/26 第 4 回日台ロータリー親善会議 

4.2/8 第 2 回Ｒ財団及び補助金管理セミナー 

5.1/23 入間万燈まつり実行委員会 

6.1/24 入間市国際交流協会理事会及び新年会 

7.1/28 入間市社会福祉協議会第 3回評議委員会 

 
 

●委員長報告  

プログラム委員会      晝間和弘委員長 

 ２月の第４例会は武蔵野音大にあります楽器

博物館の見学を予定しております。日本の中でも

大きな規模の楽器博物館と聞いておりますので

奮ってご参加下さい。併せまして今月第４例会・

新年会の参加も宜しくお願い致します。 

 

ロータリー財団        平岡達也委員 

10 年ほど前に入間ロータリークラブがお世話

しました、財団奨学生の宮岡陽子さんから近況報

告のお葉書が届いておりますので回覧いたしま

す。アメリカに留学しそのままご結婚されて、最

近お家も造られたとの事です。 
 

 
＜ニコニコＢＯＸ＞      滝沢文夫ＳＡＡ 

飯能ロータリークラブの方々から～お世話にな

ります。友野政彦君、岩崎茂君、忽滑谷明君～飯

能ＲＣの皆様ようこそ、鈴木支店長今日は宜しく

お願い致します。西山祐三君、山岸義弘君、宮寺

成人君、荒井正武君、田中快枝君～鈴木支店長 

卓話宜しくお願い致します。西山祐三君、石川嘉

彦君、平岡達也君、加藤国夫君、吉永章子君～飯

能ＲＣの皆様ようこそ入間クラブへ。 

本日\21,000    累計\580,000 

 

 
＜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 30 名 75.0％ 72.0% 

事前欠席連絡 3 名 

 

 

■回覧、配布物   

① ロータリーの友電子版のご案内  

② シドニー国際大会の親善朝食会について 

③ 茶の香めーる Vol.51 

④ ハイライトよねやま 166 

⑤ 2013 年 10,11,12 月出席表 

⑥ 1/30 新年会参加申し込み 

⑦ 他クラブ週報 

⑧ 週報 26 号 
 

■■■ 講 師 卓 話 ■■■ 
 

『日本の財政状況について』 
 

埼玉りそな銀行入間支店長 鈴木 俊太郎 様 

 

本日はお招き

ありがとうござ

います。飯能ロー

タリークラブの

皆様もお見えに

なっての大所帯

にビックリして

おります。私は銀

行員生活 25 年

のうち 12 年間

がリーディング

ルームにおりましたが、その当時(1990 年代

前半)と外部環境や経済環境が違う事を踏まえ

て今日はお話させて頂きます。 

2013 年に日銀総裁に就任した黒田東彦総

裁が率いる日銀がアベノミクスのもと実施し

ている「異次元緩和策」とは何か。また金融緩

和の狙いと波及経路そして日本国債の現状に

つき短い時間ではありますがご案内致したい

と思います。 

大胆な金融緩和、機動的な財政政策、民間投

資を喚起する成長戦略を「3本の矢」とする安

倍政権の「アベノミクス」に為替市場や株式市

場が反応し、円安・株高が続いています。中で

も金融政策が大きな焦点になっています。その

中で2013年 4月 3日、4日の日本銀行金融

政策決定会合で大胆な金融緩和策が採られる

事となりました。その効果を巡っては、金融市

場や経済学会でも大きく議論が分かれるとこ

ろです。しかしながら今世界中で「景気対策中

央銀行頼み」が強まっています。どの国でも財

政が大幅な累積赤字状態だからです。実際日本

国の借金も初の 1000 兆円台となるなど景気

対策としての財政発動の自由度が落ちてきて

います。日本の借金が多いのは事実ですし、危

機をあおる書籍も書店で目立ちますが、重要な

事は国債の問題もトータルな経済環境の推移

の中で冷静にとらえるべき事だと思います。 

 

 

会報委員会（関谷・平岡・忽滑谷）
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第２８号 ２7９７回例会 ２０１４年 １月 ２３日（木） 

■会報委員長：関谷 永久  ■当番：繁田 光 

■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 

 

入間ロータリークラブ   

Weekly Report

●●●会長の時間       友野政彦会長 

本日は第４回クラブ協議会です。クラブ協議会

は年６回開催され、今回は各委員長さんに中間報

告をお願い致します。 
 さて、昨日メディアでオウム真理教の中川死

刑囚が出廷し、拉致事件について証言したことが

報じられていました。彼は元医師であり、彼のよ

うな専門教育を受けた高学歴の青年が多数この

カルト宗教に入信していたのも衝撃的でした。当

時東大医学部で解剖学の教授であった養老孟司

氏も自分の教え子にもオウムの信者がおり、大学

院の講義を理解する一方で教祖が空中浮揚した

りプールの底に１時間沈んでいられたりするの

を平気で信じているのにショックを受け、定年を

待たずに退職した旨を後に述べていました。また、

前述の中川死刑囚も子供の頃から超能力にとて

も興味があったそうです。こう結論付けるのは勿

論早計ですが、かつては超能力やオカルト等を扱

うテレビ番組が非常に多く、日常的に接していれ

ば抵抗なくこのような現象を事実として受け入

れる子供も多かったのではないでしょうか。超能

力等、その存在が証明されてないにもかかわらず、

それが実在しているかのように扱う番組こそ｢放

送倫理｣で規制すべきだと思います。  
 

●幹事報告         西山祐三幹事 

1.国際ロータリー第 1,2,3 ゾーン会員増強維持

セミナー   開催日 平成 26 年 3 月 19 日 

時間；受付開始 9:00 開会 10:00 閉会 16:00 

場所；ホテルオークラ東京 
 

●委員長報告  

プログラム委員会      晝間和弘委員長 

 ２月の第４例会は武蔵野音大にあります楽器

博物館を予定しております。当日は通常例会後、

個々に音大の駐車場に移動して頂きます。日本で

も最大規模の楽器博物館を学芸員の説明を聞き

ながら見学いたしますので奮ってご参加下さい。 

●加藤国夫エレクト 

 此処で半期が終わりましたので、分担表に基づ

き家庭集会を予定しております。詳細は関係者の

方々に事務局より後日ご連絡いたします。 
 

＜ニコニコＢＯＸ＞      滝沢文夫ＳＡＡ 

齋藤栄作君～今日 1/23 は誕生日で、いち・に・

さんで生まれました。馬路宏樹君～立春まであと

少し、寒中ですが風邪などひかずに気をつけまし

ょう。晝間和弘君～クリスマス例会写真ありがと

うございました。滝沢文夫君～齋藤栄作会員・次

年度地区社会奉仕委員長、忽滑谷明会員・次年度

米山記念奨学委員長頑張ってください。 

本日\4,000    累計\584,000 
 

 

＜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 30 名 77.0％ 85.0% 

事前欠席連絡 3 名 
 

 

■回覧、配布物   

① 入間市商工会賀詞交歓会御礼 

② 入間青年会議所賀詞交歓会御礼 

③ 入間市倫理経営講演会へのご招待 

④ 1/30 新年会参加申し込み 

⑤ 2/27 武蔵野音大楽器博物館見学出欠表 

⑥ 週報 27 号 
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■クラブ奉仕委員会     粕谷康彦委員長 

一番重要な会員増強は木下会員のご紹介で後

藤健さんが入会され喜ばしいことです。各委員会

も頑張って順調に経過しており感謝いたします。 

■職業分類委員会       山岸義弘委員

充填の分類を確認して会員増強に繋げ、バランス

の取れた職業分類表を皆様と作っていきたいと

思いますので、ご協力宜しくお願い致します。 

■会員選考委員会      森田英郎委員長 

 選考委員会より理事会に報告いたしまして、後

藤健さんが今年の第一例会にて入会されました。 

■会員増強委員会       繁田光委員長 

9/19 に会員増強ディスカッションという形式

で、会員増強に関する例会を開催させて頂き、会

員の皆様からの貴重なアドバイスを頂きました。

その結果、先週の例会において、後藤会員の入会

につながりました。引き続き、新入会候補の方々

へのアプローチを続けると共に、現会員の方々に

おかれましては、みんな仲良くして頂き、退会者

が出ないようにして頂ければ、ありがたいと考え

ておりますので、宜しくお願いいたします。 

■ロータリー情報委員会   山岸義弘委員長 

 最近のロータリー情報等は石川会員もおられ

ますので随時開催いたしたいと思っております。

又、新入会者の方々にはロータリーの基礎を纏め

た「友」をお配りいたします。後半ご期待下さい。 

■出席委員会         木下登委員長 

例会出席率がこの頃低くなっておりますので、

是非例会に出席頂き、ロータリー活動のご協力を

お願いいたします。 

■会報委員会        関谷永久委員長 

表紙は、加藤エレクトより写真を提供して頂き、

スポーツに関係した週報に今年度はなっていま

す。又、ホームページでの閲覧にもご協力下さい。 

■親睦活動委員会       大野賢次委員 

上半期は会員皆様のご協力に感謝いたします。

下半期は会員相互の親睦を深めたいと思います。

新入会員は恒例として「親睦活動委員会」に配属

されますが親睦活動が大事だからだと思います。

今年は後藤会員に入会して頂きました、早く会に

馴染めるように懇親会を開催したいと思います。 

■雑誌委員会        水村雅啓委員長 

 「友」への投稿を奨励しております。会員の記

事が出ましたら一番に紹介させて頂きます。其れ

によりロータリーへの関心も高まると思います。 

■プログラム委員会     晝間和弘委員長 

皆様のご協力により半期は穴を開ける事なく

終了いたしました。残り半期も家庭集会を開きな

がら志向を凝らした楽しいプログラムを目標に

しておりますので、ご協力宜しくお願いします。 

■広報委員会         後藤賢治委員 

万燈まつり参加と公式ホームページでのロー

タリー活動報告を随時行なっております。 

 

 

■ロータリー美術館      吉沢誠十委員 

皆様のご協力により順調に活動させていただ

いております。今後はプログラム委員会と検討し、

日帰り美術館が出来ればと思っております。 

■職業奉仕委員会      荒井正武委員長 

会員の皆さんが元気で、地域に、社会に、業に、

精通していただく事が一番の職業奉仕だと思っ

ておりますので、感謝申し上げます。 

■健康管理委員会      豊田義継委員長 

 計画書に掲げました予防接種、私の健康法卓話

は無事終わり、残り二つの体力測定・人間ドック 

とウオーキングが未消化ですが後半に向けて遣

って参りたいと思っております。 

■社会奉仕委員会      忽滑谷明委員長 

1890 年日本への表敬訪問の帰途、和歌山県串

本沖で嵐に遭い沈んだ軍艦「エルトゥルル号」事

件を記念してトルコと日本の合作映画がされる

との、記事を見て理事会で承認を頂き、入間ＲＣ

で 2年間寄付協力する事が決まりました。 
■地域発展／環境保全委員会 大野賢次委員長 

 今年は社会奉仕の一環として｢防犯カメラ」の

設置を掲げました。市立の図書館の閉館時間の延

長で学生や市民の安全を守ろうという事で、市と

相談して取り付ける場所を決定しました。市民の

安全の為に一日も早く設置したいと思います。 

■国際奉仕委員会      吉沢誠十委員長 

書損じ葉書の集まりが少ないので引き続きご

協力お願いします。又、米山奨学生のジトさんは

皆さんご存知の様に協力的で助かっています。 

■ロータリー財団委員会   齋藤栄作委員長 

 寄付はいつも出席頂いている方から全員され

る事になっております。又、財団からの社会奉仕

の委員会事業計画を５月末日に提出しますと補

助金が貰えますので、宜しくお願い致します。 

■米山記念奨学委員会    宮崎正文委員長 

奨学生の為に皆様からご寄付を頂き目標を達

成する事ができました。ご協力感謝いたします。 

■青少年奉仕委員会     諸井克彦委員長 

昨年９月のセミナーに参加して、青少年側との

時間リスク、ＲＣとの狭間に入った教育関係者の

ご苦労が伺えました。インターアクトの目的であ

ります「世界的親交を持って奉仕と国際間の理解

に貢献する」に従っていきたいと思います。 

■石川嘉彦パストガバナー 

 次年度ガバナー坂本元彦様（富士見 RC）が 1/12
～1/18 の国際協議会（サンディエゴ）から帰国

されました。お元気で大変張り切って居られます。

ガバナーエレクトが国際協議会を終了する 6/30

迄はインカミング・ガバナーと呼ばれます。 

次年度 RI 会長はゲイリーＣ・Ｋフォアン氏で

す。13 日に発表された 2014～15 年度のテーマは 

“LIGHT UP ROTARY”｢ロータリーに輝きを」です。   

我々入間クラブも次年度は更に輝きましょう！ 

 

■■■第４回クラブ協議会■■■ 
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■会報委員長：関谷 永久  ■当番： 
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第２９号 ２7９８回例会 ２０１４年 １月 ３０日（木）会場；武蔵クラブ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 会報委員会（関谷・平岡・忽滑谷） 

●●●会長の時間          友野政彦会長 

新年会に相応しい明るい話題はないかと思っていたところでしたが、今日の新聞ほぼ全紙で一面

に掲載された新しい万能細胞のニュースには心が躍りました。しかも研究を主導したのは弱冠３０

歳の女性でした。その人、理研の小保方晴子ユニットリーダーらは、マウスの細胞を弱酸性の溶液

につけて刺激することによって STAP 細胞という万能細胞を作成しました。 

従来万能細胞としては受精卵を使った ES 細胞がありましたが、ヒトへの応用には倫理的問題があ

り、これを克服したのがノーベル賞を受賞した山中教授が作成に成功した iPS 細胞でした。iPS 細

胞は体細胞に４つの遺伝子を入れて作りますが、今のところ成功率は１％未満です。STAP 細胞はよ

り単純な方法で効率良く(7～９％)しかも短時間で作成できるとの事です。常識にとらわれない自由

な発想とともに、彼女の人間力こそ成功の要因だったのでしょう。若く実績に乏しい彼女は、充分

な実績を持つ研究者たちを味方に引き入れ、バックアップを得たことがこの快挙に結びついたので

はないかと思います。 
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第３０号 ２7９９回例会 ２０１４年 ２月 ６日（木） 

■会報委員長：関谷 永久  ■当番：平岡 達也 

■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 

 

入間ロータリークラブ   
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＜今月のお祝い＞ 

会員誕生日 
西山祐三君  岩崎茂君 
山根宏夫君  上野弘勝君  
繁田光君  

夫人誕生日 山根みどり様 平岡由紀子様 

結婚記念日 
忽滑谷明君   岩崎茂君  
繁田光君   木下登君  

 

＜３月プログラム＞
 

 当番 内 容 

6 日 間野 

イニシエーションスピーチ 

後藤健会員 

職業紹介 馬路宏樹会員 

13 日 水村 
講師卓話  

狭山警察署署長  会田隆様 

20 日 宮崎 会員卓話 趣味の話 3名 

27 日 宮寺 
移動例会 アミーゴ 

ピアノ・ビオラの演奏 
 

＜ビジター・ゲスト＞ 

入間市教育委員会 教育長 村野 志朗 様 
 

●●●会長の時間       友野政彦会長 

今週は7日(日本時間では8日早朝)にソチ冬季

五輪が開幕しますが、開会式に先立って今夜から

一部競技が始まります。新種目のフィギュアスケ

ート団体も 7 日未明から始まります。10 カ国で

争う団体は、SP と SD(ショートダンス)全 4 種目

の合計で上位 5 カ国がフリーに進みます。｢シン

グル大国｣日本としては、男子・女子でリードし、

ペアとアイスダンスで如何に踏ん張るかと言う

戦術になります。各国ともエース級を起用します

ので楽な戦いではないでしょうが、ここでメダル

を獲得し、個人種目へ弾みをつけたいところです。  

さてロータリーに話題を移します。1 月 12～18

日サンディエゴで行われた国際協議会より帰国

された坂本ガバナーエレクトの報告の為に諮問             

 

委員会を開催したとのメールを中井ガバナーよ

りいただきました。メールには、地区に中長期の

地区目標の設定と目標達成方策等を検討する戦

略計画委員会を設置する計画を発表し,賛同を得

たこと,地区大会のホストクラブを持ち回りにす

る案は反対されたこと、更には戦略計画委員会の

委員を募集していることなどが記されていまし

た。坂本エレクトによる国際協議会の報告につい

ては触れられていませんでしたが、次年度のテー

マは既に石川パストガバナーよりお聞きしてい

るとおり｢ロータリーに輝きを｣です。来月はPETS

が開催され、いよいよ新年度が始動します。 
 

●幹事報告         西山祐三幹事 

第 8回定例理事会 ＜協議事項＞ 

１．3月・4月のプログラムについて 

２．クリスマス会会計・新年会会計報告 

３．次年度米山奨学生世話クラブ 受入を希望 

４．オーストラリアの青少年交換留学生（ジョナ

サン・タイガー・コークス）男性 18 歳が来

日、新狭山ロータリークラブでホストするこ

ととなった。2014 年 8 月～2014 年 12 月まで

受入先ファミリーがなく困っている。当クラ

ブに対して受入依頼があり今後、検討する。 

＜報告事項＞ 

1.細淵会員、次年度地区ロータリー財団資金管 

委員長に指名されました。 

2.2/11 第 48 回インターアクト次期指導者講習会 

3.2/23 米山奨学生終了式及び歓送会 

4.人頭分担金・地区分担金・米山普通寄付を送金 

5.2/15 第 47 回入間市交通安全市民大会 

6.2/21 地域交流研修会 

 
＜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 31 名 77.5％ 77.5% 

事前欠席連絡 4 名 
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●委員長報告  

プログラム委員会        繁田光委員 

 3 月のプログラムは表記の通りです。4 月 3 日

は会員趣味の話(3 名)、10 日は田中快枝会員と後

藤健会員の職業紹介、17 日は入間南ＲＣ合同例

会(4/15)振替、24日は第５回クラブ協議会です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞      滝沢文夫ＳＡＡ 

友野政彦君、西山祐三君、齋藤金作君、齋藤栄作

君、繁田光君、木下登君～村野教育長ようこそ 加

藤さん写真ありがとう。加藤国夫君、山岸義弘君、

豊田義継君、平岡達也君～村野教育長本日は宜し

くお願い致します。岩崎茂君～村野教育長ようこ

そ 前回はお休みしてすみません。後藤健君～引

っ越しました。忽滑谷さんトルコ友好の本ありが

とうございました。摂田順一君、吉永章子君、田

中快枝君、馬路宏樹君、忽滑谷明君、宮崎正文君、

滝沢文夫君、後藤健君～加藤さん写真ありがとう。

細淵克則君～1/20 に心臓にカテーテルでステン

トを 2 本入れ、これで 3 本目です。関根靖郎君、

森田英郎君～早退します。 

本日\70,000    累計\654,000 
 

 

雑誌委員会         水村雅啓委員長 

 2 月は世界理解月間です。今月は、世界に目を

向けてください。2770 地区に新しいクラブがで

きました。「さいたま大空 RC」で、財団学友、米

山学友でつくったクラブです。わがまちロータリ

ーは福岡市です。どうぞご覧になって下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■回覧、配布物   

① ロータリーの友 2月号 
② 抜萃のつゞり７３ 
③ 入間ケーブルテレビ杯ゴルフ大会参加願い 
④ 米山記念奨学会確定申告用寄付金領収証 
⑤ ロータリー日本財団確定申告用寄付金領収証 
⑥ 米山記念奨学会寄付金納入明細書 
⑦ 2014～2015 年度版ＲＣ手帳申込書 
⑧ 2/27 武蔵野音大楽器博物館見学出欠表 
⑨ 2016 年規定審議会立法案提出について 
⑩ 米山記念奨学会ニュース 
⑪ ＲＩ2570 地区ガバナー事務所からのメール 
⑫ 他クラブ週報＆例会変更のお知らせ 
⑬ 週報 28,29 合併号 
 

 

会報委員会（関谷・平岡・忽滑谷） 

 

■■■ 講 師 卓 話 ■■■ 
 

『入間市の小中一貫教育』     入間市教育委員会 教育長 村野 志朗 様 

    
入間市教育委員会の基本理念である「豊かな人間性の育成」は、21 世紀

をたくましく生き抜く力の基盤と捉えています。六年前までの入間市の学校

は、問題行動の多発・不登校児童生徒の増加が顕著でした。この課題を改善

し、子どもたちの確かな学びと豊かな育ちの実現を図り、入間市に育つすべて

の子どもたちの自立を総合的に支援する事業として、「子ども未来室事業」を

立ち上げました。 
 

本事業は、子どもの支援、親の支援、教師等の支援を柱に据えています。 

特に、本事業の中核に位置付ける子どもの支援では、発達障害等への支援と異校種間の円滑な接続

の支援に重点を置いています。 

 発達障害等への支援は、幼児期における早期発見・早期支援が重要です。本市では、市内すべての

保育園(所）・幼稚園・小・中学校を対象に、臨床心理士・作業療法士・言語聴覚士等の専門家の巡回

支援を実施するとともに、発達障害等の子どもとその親が通う幼小中の各通級指導教室を設置し、幼児

期から小・中学校の学童期・思春期にかけて切れ目のない連続性のある支援体制を整備し、きめ細や

かな支援の充実に努めています。５年経過し、現在は非行問題が１/３に、不登校は小学校が０名、中学

校では半減という大きな成果を上げています。これは全国的にみてもトップレベルです。 

 異校種間の接続支援では、保幼小の連携の充実に加え、小中一貫教育の積極的な推進に全市をあ

げて取り組むこととしました。平成 23年度から取り組んできた東町小・中による小中連携・一貫に係る教

育の研究の成果を全市に広げ、さらなる子どもの自立支援の充実を図ります。学力の面でも全国トップ

レベルまでの向上を図り、たくましく生き抜く児童生徒の育成に取り組んでまいります。併せて、本年度よ

り文部科学省の小中一貫教育に係る調査研究委託事業を受け、市内全小・中学校で小中一貫教育を

展開し、その成果を全国へ向けて発信してまいります。 

 「日本一の教育都市 入間」を目指し、学校力の向上、教育の質を高める関係事業を展開すること

は、21 世紀をたくましく生き抜く「豊かな人間性を持つ日本一の子ども」の育成に寄与するものと強く期

待するものです。 
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第３1号 ２800回例会 ２０１４年 ２月 13日（木） 

■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

     Tel.04-2963-1111 
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＜ビジター・ゲスト＞ 

飯能ロータリークラブ    沢辺 瀞壱 様 

 私はロータリークラブに

41 歳の時に入り 20 年間在
籍していました。このたび、

飯能市長を退きましてから、

ロータリーの方々から温か

いお声を掛けていただき、再

入会いたしました。どうか宜

しくお願いいたします。 
米山記念奨学生  スヘバートル･ジャウフラント 

 

●●●会長の時間       友野政彦会長 

先週末は、体験したことのないレベルの大雪に

見舞われ、大変な思いをしました。私の事業所は

介護保険施設でそれなりに面積がありますので、

とても人力では対応できず業者を頼み重機によ

って施設の敷地内と駐車場の除雪を一日がかり

で行いました。今日は新井会員による環境問題を

テーマとした卓話を予定しています。最近トーン

ダウンしてしまった｢地球温暖化｣と言う問題が

ありますが、もしこれが全く逆の｢地球寒冷化｣

が起これば温暖化とは比べ物にならない位、深刻

になります。食糧難は確実です。現生人類が誕生

して以来、二酸化炭素の量とは無関係に、今より

暖かかった時代も寒かった時代もありました。 

 話は変り、先日我々が親しんできた｢鮭茶漬け｣

の表示についての報道がありました。サーモンの

握り寿司等とともに実際に利用されているのは

ニジマスだそうです。ニジマスも渓流釣りの対象

になりますが、ヤマメやアマゴといった渓流の魚

には一生を河川で過ごすもの(陸封型)と海に下

るもの(降海型)があります。降海型はそれぞれサ

クラマス･サツキマスと言う明称になり、非常に

大型化(例えばヤマメは 30 センチに対してサク

ラマスは 70 センチ)します。実は淡水魚であるニ

ジマスも通常は 40 センチ程度ですが海水で育て 

 

ると 1メートルに達します。この性質を利用した

ニジマスの海面養殖が大きな事業になっている

との事です。ではなぜ海水で育てると大型化する

のでしょうか。海水魚には鰓に｢塩類細胞｣という、

海水から塩分だけを体外に捨てる仕組みがあり

ます。淡水から海水に移されたニジマスはこの塩

類細胞をフル稼働させる必要が生じ、その為に成

長ホルモンの分泌が盛んになるとの事です。 

 さて、ロータリーに話題を移します。現在回覧 

していますが黄其光(ゲイリー･ホァン)RI次期会

長のメッセージが届いております。2008-09 年の

李東建氏(韓国)、2012-13 年の田中作次氏に続く

ここ数年で 3 人目の東アジア出身の RI 会長とな

ります。孔子の教えがロータリーに通じるとは如

何にも我々と同じ東アジアの漢字文化圏(台湾)

の方であるなと思いました。ご一読下さい。 

 

●幹事報告         西山祐三幹事 

1.今月の 20,27 日の例会会場はさくら草ホール

となります。よろしくお願いいたします。 

 

●加藤国夫エレクト 

2月 6日にエレクト担当の4委

員会合同家庭集会を実施いたし

ました。出席者は友野会長・西山

幹事・粕谷クラブ奉仕・滝沢ＳＡ

Ａ・職業分類・細渕会員・ロータ

リー情報・宮寺会員・吉永会員と

加藤の 8名の出席でした。 

議題は友野年度、上半期を終えて、残る半期に

向けての情報と意見交換、と題して開催しました。 

職業分類の細渕会員からは、分類表の確認と未

充填分類の見直しにより会員増強に反映できる

ような方策を講じる。ロータリー情報委員会、宮

寺・吉永会員からは新入会員及び入会 1～2 年の

会員を中心とした。オリエンティーション。（ロ

ータリーの楽しさを感じ取れる）を早急に考える。 
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■■■ 会 員 卓 話 ■■■ 
 

「入間市環境まちづくり会議」              新井格会員 

本日は、私が副会長を務めさせていただいている「入間市環境まち

づくり会議」についてお話をさせていただきます。 

 同会議は、環境にやさしいまち「入間市」をつくっていくため、平成

13 年 7 月 14 日に設立され、環境に配慮した身近な取り組みを通じて

入間市環境基本計画を具体的に進めることを目的に、市民、事業者、

民間団体、そして市が協働して活動を行っています。活動の中心とな

るのは①環境情報の提供や学習と②環境学習の推進で、様々な啓発イ

ベントも開催しています。 

部会として、「みんなのごみ部会」と｢地球温暖化防止部

会」があり、ごみの減量とクリーンエネルギーについての

学習や講演会、見学会などを行ってきました。また、「ご

みひろい隊」は、お揃いのピンクのユニフォームに身を包

んで毎月第２日曜日にごみひろいを行っています。コース

は豊岡コース(市役所→入間市駅→まるひろ→市役所)と

藤沢コース(グリーンガーデン→国道 463 号線→藤沢交差

点→熊野神社北交差点→武蔵藤沢駅西口→グリーンガー

デン)の二つで、挨拶運動を兼ねながら地域の美化に努め

ています。 

まちづくり会議が関わっているイベントには、①環境フェア②環境ウォーク③生涯学習フェス

ティバル④大森の池まつり等があります。 

環境フェアでは、環境団体や企業の活動内容の展示、講演会やシンポジウム、クイズや体験 

コーナーなど、身近な自然環境、生活環境につい

ての関心を高めてもらえるような盛り沢山の催

しを行っています。また、環境ウォークや大森の

池まつりでは、市内の豊かな環境に親しみ、自然

と触れ合う機会を提供しています。こうした活動

を通じて、環境にやさしいまち「入間市」を創造

し、未来を担う子供たちにバトンを渡していきた

いと考えています。 

参加者全員の了承の元、ロータリー談議で終始

和やかな雰囲気に包まれながら、効果的な家庭集

会を終了することができました。参加会員の皆様

には感謝申し上げます。 

次に2月8日にＲ財団セミナー及び補助金管理

セミナーに私と次年度財団委員長、後藤賢治会員

で出席してまいりました。次年度のＲ財団プログ

ラムに参加するにはこの補助金セミナーに出席

が必須とのことで、大雪の中 10 時から 17 時とい

う工程でしたが 16 時前に終了とならました。 

セミナーの内容ですが、提出事業に対して補助金

を頂くには厳しい制約がありますが、完全にクリ

ヤし補助金を受けられるようただ今準備を致し

ております。申請準備が整い次第、会員皆様にご

承認いただけるよう作成中です。 

追伸、原田義之様の卓話がありました。私が話

の内容をお話しするよりも原田先生の出版され

た一冊を買ってまいりましたので、興味のある方

は是非お読みいただきたいと思います。 

 

＜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％ 73.6% 

事前欠席連絡 1 名 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞      滝沢文夫ＳＡＡ 

友野政彦君、平岡達也君、吉永章子君、豊田義継

君～沢辺様ようこそ入間クラブへ。 

本日\4,000    累計\658,000 

 
■回覧、配布物   

① 学友会ニュース 2月号 
② ゲイリー･ホァン RI 次期会長のメッセージ 
③ RI2570 地区派遣学生 2月次報告書 
④ 2014～2015 年度版ＲＣ手帳申込書 
⑤ 12/19 クリスマス会・会計報告 
⑥ 1/30 新年会・会計報告 
⑦ 他クラブ週報 
⑧ 週報 30 号 

会報委員会（関谷・平岡・忽滑谷） 
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第３2号 ２801回例会 ２０１４年２月20日（木）例会場、丸広･さくら草ホール

■会報委員長：関谷 永久  ■当番：細淵 克則 

■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 

 

入間ロータリークラブ   

Weekly Report

 

＜ビジター・ゲスト＞ 

新狭山ロータリークラブ    石田 嵩 様 

 3/14 に狭山市市民交流セン

ターにて所沢法人会 狭山支部

主催による講演会を行います。

入間川町・豊岡町・川越市を中

心とした石川組製糸の社会貢

献のお話しを、講師染井佳夫様

にして頂きます。大変素晴らし

い内容ですので是非お出で頂ければと思います。 

 

ロータリー財団国際親善学友  工藤 聖彦 様 

 今週の月曜日に丸一日かかっ

て帰って来ました。ドイツに比べ

日本の方が寒く、雪にもビックリ

しています。今回は三月末迄の滞

在を予定しており、3/16 に留学の

成果も兼ねましてアミーゴにて

コンサートを開く事になりまし

た。どうぞ、これからも宜しくお願いいたします。 

 

●●●会長の時間       友野政彦会長 

週末に東日本を中心に降り続いた大雪により、

各地で交通網が寸断され物流は途絶えて孤立す

る集落が相次ぎました。東京 27 センチ･熊谷 62

センチ･秩父 98 センチ･甲府 114 センチという積

雪量は｢想定外｣だったのでしょうが、雪に不慣れ

な自治体の対応が後手に回ったのが被害を大き

くした一因といわれています。秩父市が除雪の為

に自衛隊の出動を要請したのを埼玉県が再三拒

み、即座に対応した山梨県に入った 55 時間後に

ようやく自衛隊が来たとの事です。住民の生命･

安全を確保する為の除雪なのだから柔軟に対応

してほしかったと思いました。今後とも各自治体

が臨機応変に派遣要請できるように自衛隊との

連絡体制を強化する必要があるでしょう。また、

高速道路の渋滞や閉鎖が多発した原因の一つは、 

 

冬用タイヤやチェーンを装着してない車がまず

動けなくなり、他の車の通行を妨げたことだと報 

じられています。これらの装備は自分自身の安全 

確保のみならず、道路の機能を守る為にも必要な

のだと改めて自覚しました。そして私どものよう

な施設は、利用者の安全確保のために細心の注意

を払うべきであると考えています。 

 さて、嬉しい話題もあります。ソチ五輪におけ

る日本人選手の活躍もさることながら、ベルリン

国際映画祭において山田洋次監督の｢小さいおう

ち｣に出演した黒木華さんが最優秀女優賞を受賞

しました。左幸子さん･田中絹代さん・寺島しの

ぶさんに次ぐ日本人 4 人目の受賞です。原作は、

中島京子さんの直木賞受賞作である同名小説で

す。私は偶々これを読んでおり、原作の小説を読

んだ後映画を観ると失望することも少なくない

のですが、今回は観てみようと思います。ところ

でこの｢小さいおうち｣という題名は著名な絵本

作家バージニア･バートンのデビュー作から採っ

ています。バートンの｢ちいさいおうち｣も子供の

頃読みましたが特に最後の作品となった「せいめ

いのれきし」は、地球の誕生から現代までを描い

た子供向けの科学書で、小学校低学年だった私の

手放せない本でした。今も人気があり、この本を

子供の頃読んだ経験を語る方も数多くいます。 

 最後に先週バレンタインデーもありましたが、

有楽製菓の｢ブラックサンダー｣というチョコレ

ートをもらった方はいらっしゃるでしょうか。絶

対に｢本命｣と勘違いされたくない場合に渡す究

極の義理チョコとして大人気で、売り切れが続出

しているそうです。意外な理由で誕生したヒット

商品ですね。 

 

●幹事報告   西山祐三幹事 

二週続いての雪で、遅くなりま

したが本日、ガバナー月信 2月号

をお配りします。 
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■■■ 会 員 卓 話 ■■■ 
 

「 木 材 の は な し 」                粕 谷 康 彦 会 員 

木材業は林業、製材業、木材業となっています。林業は、植林をして、２０年

たちますと，間伐をして２ｍ間隔で育て、枝打ちをして、良い木をつくり。５

０年～６０年で伐採して出荷します。製材業は、原木を市場から仕入れて、帯

鋸で板割、割もの柱材等挽製品をつくります。木材業は、既製品、合板、建材

等を扱って販売します。 

国内の木材供給量は、輸入材が７０％、国産材が３０％、輸入材はカナダ、ア

メリカから米栂、米松、米ヒバ等、ロシアから赤松、スエーデン、フィンラン

ドからホワイトウッドのラミナー、アラスカからスプールスを輸入しています。

木材の供給は主として木材市場、センター問屋、問屋等から仕入れます。需要は建設会社、工務店、

大工さんに販売しています。国産材は、主に桧と杉で産地は、桧が吉野、尾鷲、土佐、日田、杉が東

北、九州、長野、岐阜、四国から多く出荷されています。 

１５年前頃までは工務店の仕事場で、大工さんが図面を見ながら墨付けをして、木材を刻んで家を

建てましたが、今では１００％プレカットで建てています。加工コストは、大幅に安くなっています。

住宅着工は、平成２５年後半から２６年前半にかけてアベノミクスのデフレ脱却による経済政策と

４月からの消費税値上げによる駆け込み需要で、木材および建材の不足が懸念されます。平成２５年

度の新設住宅着工戸数は９８万戸、前年比１１％増となり４年連続の増加となっています。 

合板は、ラワン合板と針葉樹合板がありますが、輸入合板はインドネシア、マレーシアサラワク、

中国、ベトナムなどです。マレーシアからの輸入の減少は、原木不足、伐採地の奥地化、大型ダム建

設による搬出道路の迂回によるコストアップ、伐採重機の老朽化等であります。インドネシアについ

ては、かつて１２０社を超えていた合板工場が１０数社に落ち込んで、きましたけれども最近では小

径木の、ロータリーレース導入を行う新たな設備投資の、話も聞こえてきています。 

針葉樹合板は、国産がほとんどで、経済が好況なので、需要が多く不足気味で心配になります。輸

入合板５６％、国産合板４４％で国内の合板工場の設備投資が進んでいますので、供給圧力が高まり

今年後半に向かっては、価格が厳しくなっていくのではないかと思います。 

建築業界の動向は、消費増税の問題はあるとしても、一番大変なのは職人不足であり、正直言って

解決策が見つからない状況です。資材については国産材価格がヒートアップしていますが、このよう

な状況が続くと折角国産材をつかっていこうと言う機運が高まっているにもかかわらず、逆に国産材

離れが起きるのではないかと危惧しています。 

日本は国土の３分の２が森林で覆われており、木材資源が豊富な世界有数の森林大国ですが、日本

の森林の約４割が人工林（育成林）であり、昭和２０年代半ばから植林されて成長した木々は、その

多くが本格的に、利用可能な樹齢に達しています。その蓄積量は年々増え続けて量的には充実してき

ており人工林では、２６億立方ｍ（平成１９年）に達しています。日本は山村の過疎、高齢化の課題

を抱えており、地域の活性化にも繋がる林業の活性化は、喫緊の課題です。我が国の森林、林業を再

生する指針として策定された「森林、林業再生プラン」では１０年後の木材自給率５０％以上が、目

指すべき姿として掲げられています。住宅着工戸数の減少、更に人口の減少等の理由で、長期的にみ

ると木材需要量は、減少傾向にあります。長期にわたる木材需要の停滞と、それに伴う価格の低迷等

が原因で、国産材利用が続いています。平成２３年７月には、森林法の一部を改正し森林、林業再生

プランを法制面で具体化しました。今後国産材の供給力が、強化されることがみこまれます。 

 

＜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 29 名 72.5％ 82.5% 

事前欠席連絡 5 名 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞      滝沢文夫ＳＡＡ 

石田嵩様～いつもお世話になります。友野政彦君

～昨日,今日と晴れてくれて本当にホッとしてい

ます。後藤賢治君～工藤君美味しいクッキーあり

がとうございます。豊田義継君、田中快枝君～石

田様、入間ＲＣへのお越しありがとうございます。 

本日\6,000    累計\664,000 

 

■回覧、配布物   

① ハイライトよねやま 167 
② 2014 年 2月 18日ガバナーメッセージ(報告書) 
③ 3/9国際ロータリー高校生向け留学説明会案内 
④ 2014～2015 年度版ＲＣ手帳申込書 
⑤ 事業参加費の明細 
⑥ 2/26 RI2750 地区主催シンポジウム参加ご案内 
⑦ 3/16 アミーゴ工藤聖彦様マリンバコンサート 
⑧ 2/27 武蔵野音大楽器博物館見学出欠表 
⑨ 他ロータリー週報 
⑩ 週報 31 号 
 

会報委員会（関谷・平岡・忽滑谷） 
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第３3号 ２802回例会 ２０１４年２月27日（木）例会場、丸広･さくら草ホール

■会報委員長：関谷 永久  ■当番：馬路 宏樹 

■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    
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＜ビジター・ゲスト＞ 

新狭山ロータリークラブ    東 喜代雄  様 

 本日は青少年交換の地区の委員としてお邪魔

させて頂きました。地区からは五人の交換留学生

がおりますが、今日一緒に来ましたジョン君は一

年間豊岡高校で交換留学生としてお世話になる

ことに決まりました。実は狭山の高校生が是非オ

ーストラリアに行きたいとの希望がありまして、

それでしたら狭山で引き受けようとなりました。 

オーストラリアのタウンズヴィルから６日前

に日本に着いたばかりです。４日前に英語に力を

入れている豊岡高校にご挨拶に伺いましたとこ

ろ、大歓迎を受けビックリいたしました。入間Ｒ

Ｃには国際親善と交流にお世話していただけれ

ばと期待しております。宜しくお願い致します。 

青少年交換留学生   ジョナサン ポープ 様 

  

皆様こんにちは 

私の名前はジョンです。日本

は美しく、日本人は優しく、

日本語は難しい。宜しくお願

い致します。 

 

 

（来日してまだ６日ですのに

日本語で、ご挨拶していただきました。） 

 

●●●会長の時間       友野政彦会長 

ソチ五輪は大きな事故もなく、沢山の感動とと

もに終了しました。事前にはテロなども心配され

ていましたが、無事終了しほっとしています。日

本選手も健闘し、メダリストは勿論、上村愛子選

手や浅田真央選手の活躍にも胸を熱くしました。

しかし一点気になりますのは、東京五輪・パラリ

ンピック組織委員会会長である森善朗元首相の

失言です。マスコミの取り上げ方にも問題がある

のかもしれませんが、どうもこの方は首相在任時

からこの手の発言が目立ち、２０２０年まで持つ

のか心配です。 
 さて、中井ガバナーより｢ガバナーメッセージ｣

が届いております。もう目を通された方もいらっ

しゃるでしょうが、かなりの長文である為内容を

かいつまんでご紹介します。まず一点目は、今年

度になってから鈴木直前ガバナーが｢ロータリー

希望の風奨学金｣に約２８０万円の寄付をしたこ

とに対し、中井ガバナーが返金を求め、今月１７

日に地区に返金されたという報告です。もう一点

がガバナーノミニーデジグネートの選出を急ぐ

べきであるとの強い要望を述べられているとい

うことです。また、漸く２０１３年版手続要覧が

届きます。ご希望の方はお申し込み下さい。 
 本日は委員長報告終了後に武蔵野音大に移動

し、楽器博物館を見学いたしますので｢会長の時

間｣は以上と致します。 
 

●幹事報告   西山祐三幹事 

1.3 月度ロータリーレート 1ドル 102 円 

2.ロータリー財団のパーマネントファンド半期

１５＄と会員協力費２５＄を振り込みました。 
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●委員長報告  

社会奉仕委員会       忽滑谷明委員長 

 先週日曜日の 23 日（日）に紫雲閣に於いて行

われた米山記念奨学生の終了式にジトさんと共

に出席して参りました。来週の例会にジトさんが

最後の挨拶に参ります。皆様、長い間ありがとう

ござました。 

青少年奉仕委員会       細淵克則委員 

 今日いらしているジョン君のホームステイを

是非、入間ロータリークラブの皆さんにもご協力

お願いします。例年ですと会長幹事会が 8回あり

ますが、今年は２回しかなく弊害が出ております

が、１週間でも 2週間でも構いませんから宜しく

お願い致します。 

 

●加藤国夫エレクト 

 次年度の米山記念奨学会の委員長を木下会員

にお願いしておりますが、カウンセラーのご承諾

と、オリエンテーション[4 月 13 日(日)日本女性

教育会館]に出席下さる事になりました。 

ご報告いたします。 

 

 

＜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 27 名 67.5％ 82.5% 

事前欠席連絡 4 名 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞      滝沢文夫ＳＡＡ 

東喜代雄様～青少年交換地区委員としてご挨拶

に参上しました。どうか宜しくお願い致します。

石川嘉彦君、岩崎茂君、山岸義弘君、吉永章子君、

加藤国夫君～東さんようこそ、ポープ君ようこそ

歓迎いたします。馬路宏樹君～明日で入会一年と

なります。アッという間の一年でした。 

本日\8,000    累計\672,000 

 

■回覧、配布物   

① 朝霞ロータリークラブ半世紀の回想冊子 
② 2013 年版手続要覧申込書 
③ RI2570 地区 2013-2014 年度米山記念奨学生 
文集⑤「煌めく１９の星」 

④ 他ロータリー週報 
⑤ 週報 32 号 

 

会報委員会（関谷・平岡・忽滑谷） 

■■■ 武蔵野音大 楽器博物館見学会■■■ 

ジョン君も一緒に珍しい楽器に 

見入っていました。 

学芸員の方から色々な楽器の説明をして頂きました。
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第３４号 ２８０３回例会 ２０１４年 3月   6 日（木） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜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） 
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■会報委員長：関谷 永久  ■当番：宮寺 成人 
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■ 会長：友野 政彦 幹事：西山 祐三  

■ 例会日：木曜日 12：30～13：30   
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Weekly Report 

第３５号 ２８０４回例会 ２０１４年 3月 １３日（木） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ビジター・ゲスト＞ 

狭山警察署     署長        会田 隆 様 

 

●●●会長の時間       友野政彦会長 

東日本大震災から一昨日で 3年となりました。都

内では政府主催の追悼式が、天皇･皇后両陛下を

お迎えして行われ、安倍首相･各国駐日大使･遺族

代表ら 1200 人が参列したことが報じられていま

す。私なりに、我々の大震災への復興支援の取り

組みを整理してみました。 

 まず申し上げたいのは、当時の西川武重郎ガバ

ナーが間近かに迫っていた地区大会の全てのイ

ベントをキャンセルし、生じた余剰金 1千万円を

埼玉県を通じて寄付した事です。大英断だと思っ

ております。当クラブも山岸会長の下クラブ基金

を取り崩し百万を即座に送り、数度に亘って追加

支援もおこないました。また後に石巻の社会福祉

協議会とパイプが出来てからは、齋藤社会奉仕委

員長(当時)を窓口とし時間とともに現地が欲す

る物が変るので、それに応じてペットボトルの飲

料、車椅子、茶器などをお送りさせていただきま

した。現在は主として｢ロータリー希望の風｣への

寄付をさせていただいています。ご存知の方も多

いかと思いますが、｢ロータリー希望の風｣は西川

ガバナーらが立ち上げた震災遺児へ奨学金を支

給する団体です。月に 5 万、育英会との合計で

10 万あれば上級学校への進学を諦めずにすむの

ではないかとの考えの下、10 年スパンで持続的

に活動していきます。 

 さて、｢第三の万能細胞｣として世界を驚かせた

ＳＴＡＰ細胞の研究論文が取り下げられる可能 

性が出てきました。画像の取り違えや他の論文か

らの無断引用があるとの指摘が相次ぎ、論文の著

者の一人である若山照彦山梨大教授が小保方晴 

子理研ユニットリーダーに論文取り下げを呼び

かけたとの事です。新年会でめでたいニュースと

して取り上げたこともあり、複雑な心境です。 

 

■■■Ｒ財団寄付表彰 

マルチプルフェロー５回目・岩崎茂会員 

２回目・関根靖郎会員、山根宏夫会員  

１回目・齋藤栄作会員,荒井正武会員,中澤孝芳会員  

ポールハリスフェロー 忽滑谷明会員 

 

●幹事報告         西山祐三幹事 

１.Ｒ財団国際親善学友の工藤聖彦さんから3/16

マリンバコンサートはお陰様でチケットが完

売しましたと、礼状がメールにて参りました。 

２.中井ガバナーから米山記念奨学学生の世話ク

ラブとカウンセラーの礼状が来ております。   

又、4/6 のカウンセラー会議には木下会員が

出席いたします。 

 

●委員長報告  

プログラム委員会      晝間和弘委員長 

 3/27 のアミーゴでのピアノとビオラ演奏会に

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 

 本日の家庭集会に一人でも多くの方の出席お

願いいたします。今年度も、あと 3か月となり残

りを少しでも活発な活動にいたしましょう。 

 

＜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 22 名 56.4％ 67.5% 

事前欠席連絡 １１名 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞      滝沢文夫ＳＡＡ 

斉藤金作君、平岡達也君、齋藤栄作、加藤国夫君、

滝沢文夫君、繁田光君、晝間和弘君～会田署長、

当クラブ訪問を心から歓迎いたします。ご多忙の

中を卓話ありがとうございます。吉永章子君、木

下登君～早退します。 

本日\9,000    累計\722,000 
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■■■ 講 師 卓 話 ■■■ 

『狭山警察署管内における治安情勢等について』   狭山警察署 署長 会田 隆 様 

 本日は、お招き頂きまして有難うございます。入間ロータリークラ

ブの皆様には、日頃から警察行政各般にわたりまして、深いご理解と

ご協力を賜っており、この席をお借りして、深く御礼を申し上げます。

それでは狭山警察署管内の犯罪情勢や交通事故情勢などについて、現

状をお伝えし、今後の皆様のお仕事や生活の参考にして頂ければと思

います。 

昨年、被害届などで、警察が認知した犯罪発生件数は 2,912 件であ

ります。これは前年と比較しますと 537 件の減少となっております。

こうした犯罪の中でも、今、市民の皆様の身近で発生している犯罪に特殊(振り込め)詐欺があ

ります。昨年の狭山署管内における特殊(振り込め)詐欺被害の認知件数は 28 件ありまして、

前年より 10 件増加しています。被害総額は約 6,100 万円であり、前年に比べますと約 4,000

万円の減少となっています。特殊(振り込め)詐欺の手口は巧妙であり、特殊(振り込め)詐欺と

いう犯罪を知識として知っているにも関わらず、騙されてしまうという被

害が後を絶ちません。特に、被害者の多くがお年寄りで、しかも女性が多

く狙われています。警察としては、このような卑劣な犯罪を許すことはで

きません。今後も継続して被害防止、検挙活動に努めていく所存ではあり

ますが、ここで、皆様にご紹介したいのが、迷惑電話チェッカーの無料モ

ニター募集というものです。埼玉県警察が電話会社と提携して 3 月中迄、

募集しているものですが、オレオレ詐欺や悪質商法の犯罪に使われた電話

番号から自宅に電話が架かってきた場合に、赤ランプや黄色ランプに点滅して、家の方に注意

を促す簡単な器具を設置して、被害に遭わないようにするもので、オレオレ詐欺や悪質商法な

どを撃退するために効果的なものです。ご希望の方やお知り合いの方で、被害に遭いそうな方

がおりましたら、お申込みについて、狭山警察署までお問い合わせ願えればと思いますので、

よろしくお願いします。 

 次に交通事故情勢ですが、当署管内では昨年、狭山市で 5 名、入間市で 7 名の計 12 名の方

が交通事故で亡くなり、前年比 4名、県下ワースト１位という大変不名誉な結果でありました。

入間市の昨年 7件の死亡事故は、乗用車とバイクの関係する右折と直進の事故が２件、乗用車

と歩行者の関係する事故が５件ありました。入間市では、これらの死亡事故が多発したため、

昨年の 11 月 14 日から今年の 2月 13 日までの 3ヶ月間、「交通事故防止特別対策地域」に指定

され、市長による「交通死亡事故多発、緊急事態宣言」や週２回に及ぶ街頭キャンペーン等の

様々な交通安全活動を実施して頂き、広く市民の方々に交通事故防止の根を植え付けて頂きま

した。そのおかげで今年になり、入間市では死亡事故の発生はありません。本日ここにお集ま

りの皆様方は普段、市内で市民の方の安全と安心を、それぞれの立場でボランティア活動とし

て担って頂いている方であると思います。当署管内の交通事故の情勢につきましては、どうか

こうした危機的状況にあることを理解していただき、皆様の力で交通事故防止の輪を広げて頂

きたいのです。 

 また、本年 4月から埼玉県警察官の採用試験の受け付けが始まります。皆様のまわりに警察

官を目指す前途有望な若者がおりましたら、是非、警察官採用試験の受験をお勧め頂きたいと

思います。 

結びに、安全で安心なまちづくりは、警察だけで為し得るものではありません。入間ロータ

リークラブの皆様のご支援やご協力が不可欠であることは申し上げるまでもございませんが、

今後におきましても、皆様の更なるご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 
 

■回覧、配布物   

①ガバナー月信 2014Vol.9  ②入間市の魅力を再発見しよう(入間 de ライブ&トク) 

③ハイライトよねやま 168  ④ネパール奨学里親申込み確認書   

⑤4/15 と入間南ＲＣとの合同例会出欠表 ⑥4/30 メーキャップへのお誘い(飯能 RC へ) 

⑦3/27 アミーゴ移動例会出欠表  ⑧他クラブ週報＆例会変更のお知らせ  ⑨週報 34 号 

会報委員会（関谷・平岡・忽滑谷） 
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■会報委員長：関谷 永久  ■当番：宮崎 正文 

■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 

入間ロータリークラブ  

 

  

 
Weekly Report 

第３6号 ２８０５回例会 ２０１４年 3月 ２０日（木） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ビジター・ゲスト＞ 

ロータリー財団国際親善学友  工藤 聖彦 様 

 先週末のマリンバコンサートは

お陰様で成功いたしました。来週末

にドイツに向けて再出発いたしま

す。又、日本での演奏会の機会があ

りましたらご連絡させていただき

ます。ありがとうございました。 

 

●●●会長の時間       友野政彦会長 

今年の初め｢会長の時間｣にて 17 世紀の初めに

ガリレオによって天体望遠鏡が作成されたこと

を申し上げました。その一方でミクロの世界を観

察する顕微鏡も同じ 17 世紀の半ば過ぎに作られ

ています。これを作ったのはアントニー･レーウ

ェンフックと言う、オランダ・デルフトの人物で

す。レーウェンフックはガリレオのような高名な

学者ではなく、織物商を本業とするアマチュア研

究者でした。彼の作成した顕微鏡は現存していま

すが、直径 1ｍｍ程度の球形のレンズを金属板の

中央にはめ込んだ単眼式のもので、我々が知って

いる顕微鏡とはかなり形態が異なります。しかし

その倍率は 300 倍にも達し、彼はこれを用いて細

菌･藻類・原生動物など様々な微生物、動物の精

子、魚類の毛細血管を血球が通る様子など数多く

の新発見をしました。アマチュアである彼はこれ

らの新たな発見を発表する場を持ちませんでし

たが、同郷の解剖学者ライネル･デ･グラーフによ

ってロンドン王立協会を紹介され、以後は継続的

に観察記録を送り続けました。 

 ところでレーウェンフックと同じ年つまり

1632 年、同じデルフトにとても有名な人物が生

まれています。画家のヨハネス･フェルメールで

す。デルフトは 1キロメートル四方程度の小さな

町であり、おそらく二人は知り合いだったのでは

ないでしょうか。フェルメールの絵画｢地理学者｣

のモデルはレーウェンフックであるとの説もあ 

 

ります。またフェルメールの死後、レーウェンフ

ックが遺産管財人を務めた記録が残っています。

王立協会にはレーウェンフックの何百ページに

も及ぶ手稿と共に多くのスケッチが保管されて

いますが、それらは精緻で陰影に富んだ実に美し

いものです。スケッチについてレーウェンフック

は｢自分で上手に描くことは出来ないので、熟達

の画家に依頼しました｣と記しています。現存す

るフェルメールの絵画は 37 点、素描やデッサン

は全く残っていません。楽しい仮説を立てたくな

ります。更にレーウェンフックの記録を辿るとあ

る時点からスケッチが平面的なつまらない物に

変わっており、画家の交代が窺われます。ある時

点とは 1675 年で、同年の暮れフェルメールは 43

歳の若さでその生涯を閉じています。 

 

●幹事報告         西山祐三幹事 

１.4/4～15 春の全国交通安全運動開催・出陣式 

 

●委員長報告  

環境保全委員会      後藤賢治委員長 

 入間市のごみ減量化会議に行って参りました。

使用済家電は「都市鉱山」と呼ばれるほど多くの

有用金属を含んでいますので、資源として再利用

できます。拠点回収は市役所正面玄関及びリサイ

クルプラザ 1 階に回収ボックスを設置。又、リ

サイクルの日」には専用回収コンテナを設置しま

すので、皆様のご協力よろしくお願いいたします。 

 

加藤国夫エレクト 

 3 月 16 日｢坂本年度 2014 年会長エレクト研修

セミナー｣に行って参りました。当日は緊張のあ

まり家を早めに出て、９時前には会場駐車場に着

いてしまい、長い一日セミナーとなりました。 

中井眞一郎ガバナー欠席の中、10 時点鐘、松本

光司第 1グループガバナー補佐の、開会の挨拶で

研修セミナーの開始となったわけですが、入間ク
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ラブは第３グループですので、どちら側から設定

しても演壇のほぼ正面に設えて。いささか緊張の

中にも確かな手ごたえを体に感じながら、坂本元

彦ガバナーエレクトからの、次年度ＲＩテーマ

「ロータリーに輝きを」、地区活動方針「学んで

行動しよう」でした、どちらもシンプルではあり

ますが、奥行きの深さを感じさせるテーマです。

「入りて学び出でて奉仕せよ」、入間クラブも共

に学び友情と寛容の精神を培いながらの一年に

なるよう頑張って行きたいと思っておりますの

でご協力宜しくお願いいたします。 

ガバナー訪問は７月 24 日、補佐訪問７月１７

日です。「ガバナー補佐」は沼崎正徳氏です。 

 

＜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 30 名 75.0％ 80.0% 

事前欠席連絡 2 名 

4/30 メーキャップに多くの方の参加お願いします。

後、2,3 回メーキャップを予定しています。 

 

 

 

「ゴルフを通しての人生観」 宮寺成人会員 
 ゴルフと言われて最

初に思い出すのは「金

田武明のグリーンサロ

ン」という日経新聞の

コラムです。１９７０

年から１９８７年まで

週１回連載されており

ました。私は１９８０

年前後に読んでいたと

思います。アメリカのプロゴルファーの競技での

技術これに影響する精神状態、人生観を書かれて

おり、これに影響されました。ゴルフの経験がな

いものがそのコラムに影響されましたのは、税理

理試験の最中で試験を受け始めてから６年ほど

経過し、このまま継続すれば合格するのかしない

のか迷っていたからでした。もっとも難関である

税法を選択したのは間違いなかったのですが、辞

めたくなるとは想定していませんでした。このコ

ラムに助けられ税理士試験を継続しました。これ

がゴルフとの最初の出会いでした。 
 それから３０年後税理士会の支部長になって

からはコンペに参加する機会が多くコンペだら

けで大変な思いをしましたので、それから練習に

行き始め、ゴルフスクールに通い自宅近くのジム

で練習に励んでいます。 この頃は、もっぱら家

族４人とは三郷ゴルフで昼食付プレイをし、家内

とは午後２時から近くの西武

園ゴルフで気楽に楽しんでお

ります。レベルを上げて皆様と

プレイできるようになればと

思います。 

＜ニコニコＢＯＸ＞      滝沢文夫ＳＡＡ 

加藤国夫君～宮寺会員、晝間会員の卓話楽しみに

しています。工藤君頑張って。後藤健君～6年間

皆勤で娘が小学校を卒業しました。齋藤栄作君～

娘が高校三年間皆勤賞で卒業できました。吉永章

子君～工藤さん間もなく独訪・気を付けて。忽滑

谷明君、吉沢誠十君、宮崎正文君～早退します。 

本日\7,000    累計\729,000 
 

■回覧、配布物   

①米山梅吉記念館 館報 2014 年 Vol.23  

②ジトさんから卒業のご挨拶 

③入間市教員委員会研修会参加の御礼 

④ネパール奨学里親申込み確認書   

⑤4/15 と入間南ＲＣとの合同例会出欠表 

⑥4/30 メーキャップへのお誘い(飯能 RC へ) 

⑦3/27 アミーゴ移動例会出欠表(ピアノとチェロ) 

⑧他クラブ週報 

⑨週報 35 号 

 

 

 

 
「趣味は音楽大好き」   晝間和弘会員 

入会しての 5 年間を振

り返りますとRCに入って

なかったら出来ない経験

が沢山あり、入会するま

ではハナから時間が作れ

ないと思ってましたが、

「なんとかなるものだな

ぁ！」と感じています。

しかも居心地がとてもよ

いし、改めて入会して良

かったと思っています。 

この5年間で２度と経験出来ない役を2回経験

しました。入間 RC50 周年記念式典にて何とソン

グリーダーという大役を仰せつかりとても光栄

にも壇上にあがり指揮を執りました。とても緊張

しましたが良い経験になりました。二つ目は昨年

の第 2570 地区インターシティーミーティングの

懇親会での司会です。平岡ガバナー補佐主催、水

村実行委員長のもと懇親会での総合司会を努め

ました。話すことが苦手な私ですが何とか大役を

果たせ自分の中では苦手を克服する一歩になっ

たと少しだけ自信に繋がりました。 

こんな若造が生意気かもしれませんが入間 RC

はたくさんの仲間ととても居心地のよい場所な

ので、これからも無理しないで一生懸命に楽しく

RC ライフを過ごしたいと思います。 

趣味ですが音楽全般です。ミュージカルからクラ

シック、ロックまで幅広く音楽は大好きです。最

後に「入り来る者にやすらぎを、去り行く者に幸 

せを！」を常に思い、これからも宜しくお願い致

します。 

■■■ 会 員 卓 話(趣味の話) ■■■ 

会報委員会（関谷・平岡・忽滑谷） 
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■ 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 

第３7号 ２８０6回例会 ２０１４年 3月 ２7日（木） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ビジター・ゲスト＞ 

ヴィオラ  小 澤  恵  様 

武蔵野音楽大  武蔵野音楽大学をヴァイオリン

で卒業。その後同大学大学院修士

課程を修了。室内楽演奏会、オー

ケストラの客演のほか、若手作曲

家の初演演奏会 など多数出演。

また、ゲーム音楽の収録やサウン

ドトラックのレコーディング、Ｔ

Ｖ、ライブ、イベントでの演奏活動を行う。 

ピ ア ノ  藤光 直美 様 

 国立音楽大学器楽学科ピアノ卒

業。クラシック、童謡やポピュラー

曲を題材に、即興演奏を取り入れた

コンサートを開催。またアンサンブ

ルピアニストとして活躍。現在、NHK

文化センター東陽町教室ピアノ・声

楽講師。NPO法人入間市文化創造ネ

ットワーク理事。総合表現団体 翠清 代表。 

 

●幹事報告         西山祐三幹事 

１.先日の狭山警察署から、迷惑電話チェッカー

２台の設置依頼がありました。どなたかご希

望の方がいらっしゃいましたらお教え下さい。 

 

●委員長報告  

親睦委員会         大野賢次委員 

 最終例会の件でプログラム委員会と一緒に家

庭集会を 4/10に行います。宜しくお願いします。 

 

●●●会長の時間       友野政彦会長 

本日はここアミーゴにて、

館長を務める水村会員のお

計らいによってピアノの藤

光直美様・ヴィオラの小澤恵

様によるコンサートを楽し

むことになっています。先週

の例会に見えた学友の工藤

聖彦君もこちらでマリンバ

コンサートを行い、チケットも完売したとの事で

す。例会の後、彼に同じ打楽器であるティンパニ

ー奏者のライナー･ゼーガースを知っているか尋

ねたところ、ゼーガースはベルリンフィルの首席

ティンパニー奏者で大学教授も兼任している、打

楽器をやる者で知らない者はいないくらいのビ

ッグネームだそうです。そのゼーガースは小沢征

爾が総監督を務め、夏に長野県松本市で行われる

サイトウ・キネン・フェスティバルに 04 年から

毎年出演していました。実はゼーガースは熱心な

蛾のコレークターでもあり、Ｃａｔｏｃａｌａ

（カトカラ）属が特に好きだそうです。カトカラ

は後翅が黄色や紅色といった鮮やかな色彩をし

ている、キシタバやベニシタバという和名を持つ

蛾の仲間です。夏の信州はカトカラ.の王者･ムラ

サキシタバがかなりの確率で得られ、それらの採

集目的もあって出演を快く引き受けたそうです。 

年度末のお忙しい中のご出席ですが、お二人の

演奏を存分にご堪能いただきたいと思います。 
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＜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 25名 64.0％ 69.20% 

事前欠席連絡 2名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■回覧、配布物   

①ネパール奨学里親申込み確認書   

②4/15と入間南ＲＣとの合同例会出欠表 

③ロータリー放映媒体一覧 

会報委員会（関谷・平岡・忽滑谷） 

ロータリーソングの話 
 1905年、創始者ポール・ハリスら四人の集いに加わり、5人目の会員となったのがハリー・ラグル

スです。 ハリーは歌を歌うことが大好きな人でした。1905年のある秋の夜、例会で一時的な静寂が

訪れ、会話のざわめきが突然止んだ。警告もなく、ハリー・ラグルスが自ら立ち上がって「おい、み

んな、歌おう！」と当時流行っていた歌を何曲か音頭を取って歌った。以来、例会での合唱は、ロー

タリーの伝統となりました。これが、ロータリーの例会で歌を歌った最初のシーンです。しかし、こ

のとき歌われたのは、いわゆるロータリーソングではなく、当時の流行歌でした。 

ロータリー誕生後２年目には、シカゴクラブ内が割れ、出席率も低下するという事態が起こったよ

うです。そこで、当時シカゴＲＣの幹事であったウィル Ｒ.ネッフ医師が、ハリー・ラグルスに「君

が毎週立ち上がって楽しく歌うことにしたらどうか、と思う」と言った。その結果、ハリーの指揮に

よる歌声が、毎回クラブの例会で響くようになり、いつのまにかクラブの中の雰囲気は改善され、シ

カゴＲＣは解散の危機を脱していたそうです。歌が、人々の心を結んだのです。  

 日本で現在うたわれている「奉仕の理想」や「我等の生業」は 1935 年（昭和 10 年）京都で行わ

れた地区大会で新作の日本語ロータリーソングとして発表されたものです。1951 年に「手に手 つな

いで」が、1953 年に「それでこそロータリー」が作られています。  

コンサートメニュー 

❁愛の挨拶 

❁ムーンリバー 

❁You Are My Sunshine 

❁タイスの瞑想曲 

❁早春賦 

❁花(春のうららの) 

❁虹の彼方に 

❁愛の賛歌 

❁マイウェイ(アンコールで) 

早春賦と花を演奏とともに合唱しました。 
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Weekly Report 

第３８号 ２８０７回例会 ２０１４年 ４月  ３日（木） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜今月のお祝い＞ 

＜５月プログラム＞ 

 

＜ビジター・ゲスト＞ 

第３グループガバナー補佐  室伏 秀樹 様 

飯能ロータリークラブ    沢辺 瀞壱 様 

 

●●●会長の時間       友野政彦会長 

桜が満開です。桜には数百品種あるそうですが、

私たちが目にする桜の多くはソメイヨシノです。

この桜は葉よりも花が先に咲きその満開ぶりが

美しいこと、そろって咲き一斉に散ることが好ま

れて、今では日本のあらゆるところに在ります。

桜の開花予想もソメイヨシノについてのもので

す。ソメイヨシノは種子を作って子孫を残すこと

は出来ません。なぜかと言えば江戸時代にエドヒ

ガンとオオシマザクラを交配させて作った（自然

交配の可能性もあります）一代雑種だからです。

動物でもヒョウとライオンの一代雑種レオポン

は繁殖力がありませんでした。しかし、植物であ

るソメイヨシノは挿し木や接ぎ木によって簡単

に増やす事が出来ます。近頃ＳＴＡＰ細胞の騒動

がありましたが、人やマウスのような高等動物は 

ともかく、植物では「万能細胞」など当たり前な

のです。そして挿し木や接ぎ木はクローン化であ

り、ソメイヨシノは全てクローンで、おそらくは

たった一本の木に由来するのではないかと言わ

れています。それ故に近い将来全てのソメイヨシ

ノは細胞の分裂限界を迎え、一斉に枯れるのでは

ないかとの説があります。春に花見が出来なくな

るのは寂しい限りです。ソメイヨシノのもう一つ

の特徴は老大木が無いことです。エドヒガンなど

は千年位生きるのにソメイヨシノの寿命はせい

ぜい７0～80 年で、理由はわかっていません。 

 昨日、国際司法裁判所において、オーストラリ

ア政府が日本の南極海で行っている調査捕鯨を

違法として起した裁判で、日本政府が敗訴。これ

によって南極海で捕鯨を継続する事は難しくな

りました。しかし南極海に生息するミンククジラ

は 50 万頭以上と推計され、70 億の人口を支える

食料資源として持続可能な捕鯨は合理的だと思

えます。又、根底にある｢鯨を殺して食べること

自体許せない｣と言う感情について言えば、絶滅

が心配される稀少種でない限りにおいて、どの動

物は食べてよくどれは食べるべきではないなど

と言う議論は全く不毛なものです。因みに私は野

生のカンガルーを食べる方が違和感を覚えます。 
 

●幹事報告         西山祐三幹事 

第 10 回定例理事会 ＜協議事項＞ 

1.5 月・6月のプログラムについて 

2.環境保全支援運動・寺子屋支援の件 

3.環境フェア協賛金の件 

4.入間市ゴルフ協会・国際交流協会年会費納入 

5.来年度、委託契約書締結の件   以上承認 

＜報告事項＞ 

1.4/20地区研修協議会（東洋大川越キャンパス） 

2.5/15 中井年度第 3回懇親会 

3.4/10（木）入間基地観桜会 

4.4/21（月）入間ケーブルテレビ杯ゴルフ大会 

5.4/25（金）入間市国際協会第 1回理事会 

婦人誕生日 
豊田恵子様 新井馨様 
宮崎洋子様 中澤好子様 

結婚記念日 
友野政彦君 齋藤金作君 
粕谷康彦君 晝間和弘君 
中澤孝芳君 

 当番 内 容 

1 日  
クラブ定款第6条1節(C)により

例会取り止め 

8 日 山根 会員卓話 趣味の話      

15 日 吉永 会員卓話 趣味の話 

22 日  日帰り美術館めぐり 

29 日 吉沢 
会員卓話 10 年以上の会員 

｢改めて振返るロータリーと私｣
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6.5/ 7（水）狭山、入間市暴力排除推進協議会 

7.5/17（土）入間市環境まちづくり会議 

8.中井ガバナーからのパブリックコメント事項 

9.来週の例会はさくら草ホールに変更 

10.4/22（火）現新理事会開催（場所;やまき） 

 

●委員長報告  

ロータリー情報委員会    山岸義弘委員長 

新しいロータリー情報冊子の案内と申込表を

回覧いたします。尚、4月と 5月の申込みでは料

金が違っておりますのでご注意ください。 

雑誌委員会         水村雅啓委員長 

4 月は雑誌月間です。｢ロータリーの友｣電子版

は、本年 1 月中旬にスタートし、『ロータリーの

友』のホームページから見ることができます。わ

がまち・・そしてロータリーは、香川県宇多津町

です。友愛の広場の漢民線の話は興味をひきます。 

プログラム委員会      晝間和弘委員長 

 5 月のプログラムは表記の通りです。6 月 5 日

は第 6 回クラブ協議会、12 日は五大奉仕委員長

事業報告、19 日は会長・幹事・ＳＡＡ挨拶、26

日最終夜間例会となっております。 

地域発展委員会       大野賢次委員長 

 防犯灯の設置が終わりました。産業文化センタ

ーに 2 器。「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。又、親睦、プログ

ラム、会長、幹事、エレクト、クラブ奉仕委員、

合同で 4/10 に｢与へい｣にて家庭集会を行います。 

 

＜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 31 名 77.5％ 75.0% 

事前欠席連絡 3 名 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞      滝沢文夫ＳＡＡ 

室伏秀樹様～お世話になります。あと 3か月です。

友野政彦君、西山祐三君、加藤国夫君、平岡達也

君、細淵克則君、岩崎茂君、豊田義継君、馬路宏

樹君、晝間和弘君～室伏ガバナー補佐、沢辺様よ

うこそ。田中快枝君～本日職業紹介の話をさせて

頂きます。岩崎茂君、関根靖郎君～早退します。 

本日\42,000    累計\771,000 

 

■回覧、配布物   

① ロータリーの友 4月号 
② ガバナー月信 Vol.10 
③ 国際交流 NEWS №.88 
④ RI2570 地区派遣学生 2月月次報告書 
⑤ 4/30 メーキャップへのお誘い(飯能 RC へ) 
⑥ 入間市環境まちづくり会議会報 Vol.24 
⑦ 入間ゴルフ協会第 24 回大会申込書 
⑧ 5/22 日帰り美術館出欠表 
⑨ 新しいロータリー情報冊子のご案内と申込表 
⑩ 他クラブ週報＆例会変更のお知らせ 
⑪ 週報 36,37 号 

■■■職業紹介スピーチ■■■ 

田中快枝会員   （職業分類：社会保険労務士) 

私の仕事は「社会保険労務士」

です。企業に社員が入社、退社時

の社会保険及び雇用保険の手続

き、また、給与計算、就業規則の

作成など人事関係のことを行っ

ています。 

今回はここ数年の労働基準監督署及び年金事務

所の調査についてお話し致します。労働基準監督

署の調査は通常、突然にやってきます。就業規則、

賃金台帳、タイムカード、協定書(変形労働の場

合はその協定書など）類を見せます。一例をとし

て、システムエンジニア、編集等自分の裁量によ

り業務を行える裁量労働を提出していた会社で

は、残業代を支払わなくても良いと考えていまし

たが、監督官によるとその他の業務も兼ねている

場合には裁量労働には当たらないとの事でした。

この監査を受けた会社はシステムの開発以外の、

保守やメンテナンス業務が裁量労働には該当し

ない為、2ヶ月遡り残業代を支払う様に言われま

した。又、「是正報告書」を受け取った場合は期

限内に提出する事に努めます。 

年金事務所の調査は、日時の指定を受け、賃金

台帳、タイムカード、所得税の納付書などをもっ

ていき、社会保険に加入しなければならない人が

漏れていないかを見ています。同じ就業時間なの

に社会保険に加入している人とそうでない人が

いる場合も指摘をうけます。 

■■■ 会 員 卓 話 ■■■ 

「民生委員と介護保険制度」   木下登会員 

本日は民生委員・児童委員に

ついてお話しさせて頂きます。

入間市に民生･児童委員は、251

名。9地区の各地区では、生活

環境等の違いがあり、それぞれ

の特色を生かした活動を行っ

ています。入間市の高齢化率は 3 月 1 日現在で

23.6％になり、間もなく４人に一人が高齢者にな

ります。民生委員の活動で特に注意をしている事

は児童の非行・虐待、高齢者一人住まいの見守り、

高齢者の交通事故、振り込め詐欺等です。 

次に必ずお世話になる介護保険制度を話しま

す。介護保険の利用は６５歳以上の人で市町村の

窓口に1,申請 2,介護認定(訪問調査)3.介護認定

審査会(二次判定）4.介護を必要とする度合(要介

護状態区分）が認定 5,認定結果の通知 6,ケアプ

ランや介護予防ケアプラン作成 7,介護サービス

6種類『①在宅サービス②訪問を受けて利用③居

宅での暮らしを支える④短期間入所⑤在宅に近

い暮らし(特定施設入居生活介護)⑥施設サービ

ス(介護老人福祉施設等)』から自分に必要なサー

ビスを組み合わせて利用できます。 

皆様はとても元気ですが、介護保険に御世話に

なる予備軍です。病気にならない様に注意下さい。 

会報委員会（関谷・平岡・忽滑谷） 



■会報委員長：関谷 永久  ■当番：森田 英郎
■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 

■ 2013-2014 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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第３9号 ２８０8回例会 ２０１４年 4月 10日（木） 

●●●会長の時間 友野政彦会長 

本日10時より産業文化センターにおきまして防

犯カメラの贈呈式が行われました。この事業は社

会奉仕の一環として、大野地域発展委員長に進め

ていただいておりました。同じ敷地に在る図書館

の閉館時間が午後 9時と遅く、子供たちが利用す

る施設でもあって田中市長も設置を希望していま

した。なおカメラ選定は細渕会員に、取り付け工

事は木下会員に担当してもらいました。贈呈式に

は忽滑谷社会奉仕委員長･後藤環境保全委員長･加

藤エレクト･粕谷ノミニーに出席して頂き、ありが

とうございました。 

先日「香料」の検索をしていて驚いたことがあ

ります。「フェロモン香水」なる物が販売されてお

り、しかも特許を取得し売れ行きも好調そうです。

そこで調べてみると次の様な事でした。 

ユタ大学でヒトの皮膚細胞の研究をしていたデ

ービッド･バーライナーは奇妙なことに気づきま

した。皮膚細胞からの抽出物を蓋付きのビンに保

管していたのですが、蓋を閉めてある時と空けて

ある時では明らかに研究室の雰囲気が違うのです。

普段は寡黙で会話もほとんど無いスタッフたちが、

ビンの蓋を空けておく時に限ってジョークが飛ん

だり笑い声が起こったりしました。これにヒント

を得てヒトフェロモンの候補物質を見出したとの

事です。その後製薬会社の経営者に転じたバーラ

イナーはこれをビジネスに結びつけたのです。し

かし一般に「あの人のフェロモンはすごい」など

という言い方こそあれ、ヒトにおいて異性を引き

つけるほどの化学物質の存在はまだ立証されてい

ません。 

フェロモンの発見者は｢昆虫記｣で知られるアン

リ･ファーブルです。｢昆虫記｣に拠れば、ある日彼

の研究室でクジャクヤママユと言う一頭の蛾のメ

スが羽化しました。彼はこれを金網のケージに入

れておいたところ、その日の夜に何十頭ものクジ

ャクヤママユのオスが集まってきました。ファー

ブルはメスがオスを誘引するのは｢匂い｣によるの

だろうと推測し、実験によって確認します。とこ

ろでファーブル昆虫記が日本で初めて翻訳出版さ

れたのは 1922（大正 11）年、訳者は大正期の無政

府主義者・大杉栄でした。大杉は｢訳者の序｣で｢僕

は今漸く此の第一巻を翻訳し終わった。第二巻は

本年中に終わりたい予定でいる。そして続いて猶

第三巻第四巻と進んでいくつもりだ｣と書いてい

ます。昆虫記を心から楽しんでおり、全十巻を訳

すつもりだったようです。ファーブルの権威主義･

事大主義への果敢な挑戦が無政府主義者の精神に

共鳴したのかもしれません。しかし関東大震災の

直後に憲兵隊に殺害されてしまい、これは未完に

終わっています。なお直訳すれば「昆虫学的回想

録」となるのを簡潔に「昆虫記」と訳したのは大

杉であり、後の訳者達もこれに倣っています。 

 

●幹事報告 西山祐三幹事 

1.4 月度ロータリーレート 1ドル 102 円 

●委員長報告 

社会奉仕委員会 忽滑谷明委員長 

秩父ＲＣより 5/24 に『ロータリーの森』の清掃

依頼がありました。ご都合のつく方は参加宜しく

お願い致します。 

地域発展委員会 大野賢次委員長 

今年の社会奉仕委員会は事業の

一つで防犯カメラの贈呈を決め、

利用者の安全のため産文センター

にある図書館の入口に２台設置し

ました。 



＜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 23 名 59.0％ 74.3% 

事前欠席連絡 8 名 
 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 忽滑谷明副ＳＡＡ 

石川嘉彦君～２週間休会し、今日の例会はとても

楽しみです。友野政彦君、吉永章子君～石川嘉彦

ＰＧ退院おめでとうございます。友野政彦君～防

犯カメラ設置には多くの皆様のご協力いただきま

した。晝間和弘君～細淵会員、後藤健会員本日の

卓話宜しくお願い致します。忽滑谷明君～次年度

SAA の練習させていただきます。 

本日\6,000 累計\777,000 
 

■回覧、配布物 

① 5/24 ロータリーの森奉仕活動参加のお願い 
②武蔵野音大コンサートカレンダと公開講座案内 

③4/30 メーキャップへのお誘い(飯能 RC へ) 

④5/22 日帰り美術館出欠表 

⑤入間市ゴルフ協会第 24 回大会申込書 

⑥他クラブ週報 

⑦１月から３月迄の例会出欠表 

⑧週報 38 号 
 

■■■職業紹介スピーチ■■■ 

後藤健会員 （職業分類：電気工事・鉄道関係) 

電気工事と一言で申しましても、

発電所から始まり送電線、変電所

を経て各家庭のコンセントに迄、

幾つもの種類があります。私の鉄

道関連の電気工事ですが、電車の

動く電気には携わっておりません。

ホームの照明や案内掲示板や駅そのものの電気工

事を行っており、当社の受注比率では 93%位が鉄

道関連です。季節により、対応する工事がありま

す。一点目は冬になると取り付けるポイントヒー

ターです。新幹線の大宮構内のポイントには温風

で線路を温めるヒーターが各所に付いていて、バ

ラスト(砂利)の部分は突き固める関係で冬になる

と取り付け、春になると外します。二点目はこの

時期に増える鳥の巣駆除です。電柱の上やホーム

上などにカラスが巣を作りますので撤去します。

空の巣は私達でも撤去できるのですが、卵やカラ

スがいる際は撤去できません。その際には埼玉県

から害虫駆除の指定を認定されているものの立会

いの元駆除します。公共の輸送機関において、カ

ラスにより鉄道が止まる事があっては、大きな障

害になるので駆除しますが、カラスは襲ってきま

すので、大きな音を立てて作業します。子を守る

親の気持ちが痛いほど解ります。 

私たちを取り巻く電気の環境は 3・１１以降、目

まぐるしく変化しましたが、省エネに関しては非

常に進みました。太陽光・LED 照明は急速に普及

しています。特に家電においては冷蔵庫の消費電

力は平均で 1/2 の省エネになっています。 

■■■会員卓話(趣味の話)■■■ 

「シュ－マッハとセナ」 細淵克則会員 

私の考える天才とはその業

種で世界中で 20～30 年に一

人出るか出ない人だと思いま

す。50 年間Ｆ-１見てきて、

ミハエル・シュ－マッハ（以

下ＭＳと称す）とアイルト

ン・セナはどちらも大活躍を

したドライバ－です。2 人ついて今日はお話しま

す。ＭＳはワ－ルド、チャンピオンに 7回、優勝

回数 91 回、予選 1位 68 回と全てに於いて歴代一

位の記録です。セナはチャンピオン 3 回（歴代 4

位）優勝回数 41 回（歴代 3位）予選 1位 65 回（歴

代 2位）です。しかし当時はマシン（レ－スカ－）

の性能が 8 割以上成績に左右します。ＭＳは 15

年間のレ－スキャリアで 12 年間勝てる車をドラ

イブして来ました。セナは 10 年間で僅か 3年間だ

けです。1994 年ＭＳが初めてチヤンピオンなつた

時はトランクション、コントロ－の付いた違法な

車でした。又、ヒルやジャク・ビルヌ－ブとチャ

ンピオン争いをしていた年は故意にレ－シング、

アクシデントを起こしチヤンピオンを決めていま

す。当時のフェラーリ、チームはＮo.2 ドライバ

－はＮo.1 のＭＳに優勝を譲ると言う鉄の掟があ

りました。一方セナはチ－ムメイトのプロストの

政治的な圧力や（特にＦＩＡ会長バレストル）、失

格問題、スーパーライセンスの停止、コ－スポジ

ションの入れ替え等イロイロな嫌がらせを受けま

した。 ブラジル人はこの世界では少数民族ですか

ら。フェアに戦へば 4回はチャンピオンを取れた

事でしょう。世界一難しいモナコＧＰでは 6勝（歴

代一位）を上げています。モナコＧＰを制するド

ライバ－は世界で最も早いドライバ－と尊敬され

ます。セナの凄い事はこれ等の偉業を勝てない車

で成し遂げた事です。この事からもセナが天才ド

ライバ－で有った事は間違い有りません。1994 年

5 月 1 日イモラで激突死した時はブラジル中の国

民が悲しみました。その時、ブラジル中からセナ

に病院を建ててもらった、孤児院を作ってもらっ

た、恵まれない子供達に援助をしてもらったと声

が湧き起りました。セナから寄付された事を公表

しない条件で何十億の契約金を子供達の為に全て

寄付していたのです。現在ではその意思を継いで

姉のビビアーニがセナ財団を設立し遺産とグッズ

の収益で寄付を続けています。イタリアから遺体

を乗せたボ－イングジェット機がブラジル領空内

に入ると、ブラジル空軍機 4機編隊が護衛に当た

りました。葬儀の日はサンパウロの学校は全て休

校になり沿道は 120 万の参列者で埋まりました。

事実上の国葬になったのです。大統領の国葬より

参列者が多かったそうです。上空を空軍機が何回

も旋回して見送りました。セナのラストランは時

速 2ｋｍの穏やかな走りでした。 

会報委員会（関谷・平岡・忽滑谷） 



 

 

 

春日野部屋の行司の木村庄太郎様に、

卓話していただきました。角界の裏話

等、とても面白かったです。 

第４０号 ２８０９回例会 ２０１４年４月１５日(火) 

 

☆会場:丸広･さくら草ホール 

☆点鐘：午後６時３０分 

 ＜ニコニコＢＯＸ＞   滝沢文夫ＳＡＡ 

入間南ＲＣ大野快三様～山根先生、色々ありがとうございます ロータリーの友情に感謝いたします。

関谷永久君～南ＲＣ大野様、元気になられてよかったです。友野政彦君、西山祐三君、滝沢文夫君～

入間南ロータリークラブ様、今日はお世話になります。 

    本日\7,000 累計\784,000 



■会報委員長：関谷 永久  ■当番：諸井 克彦 
■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 

■ 2013-2014 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 

2013-14 年度 RＩテーマ 

第 41号 ２８10回例会 ２０１４年 4月 24日（木） 

 

 

 

 

●●●会長の時間 友野政彦会長 

本日は第５回クラブ協議会が行われます。次年

度の役員の方々に２０日の地区研修協議会の報告

をしていただくことになっています。また一昨日

には現・新理事会が開催され、次年度予算が承認

されています。 

さて、昨日オバマ大統領が来日し今夜には宮中

晩さん会が開かれます。気になるのは首脳会談の

成果です。最大の議題となる TPPに関しては昨日

まで二国間の関税協議が難航していました。日本

側が「聖域」とする農産品５項目のうち、アメリ

カは米・麦・砂糖については関税撤廃を求めない

代わりに牛・豚肉とバター等で大幅な引き下げを

要求しているとのことです。両首脳の決断によっ

てアジア太平洋地域における新しい経済の秩序を

築いてほしいものです。これは最終的に安全保障

にも結び付くのではないかと思います。 

個人的には日本医師会が TPP参加による「国民

皆保険の崩壊」を危惧しているのが気にかかりま

す。TPP は直接的には医療に言及してないのに、

なぜ「国民皆保険の崩壊」なのでしょうか。 

過去日米二国間協議において、古くは中曽根内

閣の頃からアメリカは日本の医療市場の開放を要

求してきた経緯があります。「混合診療の全面解禁」

と「株式会社による医療機関経営」は要求の定番

でした。今回も手順として、まずアメリカが TPP

を契機に混合診療の解禁を要求してくることが予

想されました。現在はすべて保険診療であるため

三割負担ですが、もしそれに加えて自由診療で保

険外の治療を受けたり薬を用いたりすると全額自

己負担となります。混合診療とは、保険診療と自

由診療の併用を言い、合理的にも思えます。しか

し混合診療が認められ、新しい治療法・新しい薬

で保険適用外となるものが増えれば、その部分は

自己負担ですので高額な医療費を支払うのに備え

て国民はアメリカのように民間の医療保険にも加

入せざるを得なくなり、そこに外資系の保険会社

が参入してくる構図が考えられます。そして経済

的に余裕がなく、民間の医療保険に加入できない

人は最新の医療は受けられず、ここに医療格差が

生じることになります。しかし昨年からアメリカ

の要求は医薬品の価格算定への関与に絞られるよ

うになりました。正面突破が難しいので、てっと

り早く自国の医薬品メーカーの利益を確保できる

方を優先したのかもわかりません。何れにせよ、

全ての国民が同様に質の高い医療を受けることが

できる国民皆保険こそ、守るべき価値のある国益

ではないかと思います。 
 

●幹事報告 西山祐三幹事 

1.ネパール里親支援金 352,600円＆世界寺子屋・

環境保全運動支援金 85,512円送付済み 

2.来週 5/1の例会はお休みです。 
 

＜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 26名 65.0％ 71.8% 

事前欠席連絡 8名 
 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 滝沢文夫ＳＡＡ 

斉藤福太郎君、石川嘉彦君、加藤国夫君～入間南

合同例会では行司の木村庄太郎様に名前を書いて

いただきました。吉永章子君～地区研修協議会後

の家庭集会有意義でした。 

本日\8,000 累計\792,000 
 

■回覧、配布物 

① ハイライトよねやま 169 

② 学友会ニュース第 183号 

③ 中井ガバナーよりパブコメの中間報告 

④ 5/22日帰り美術館出欠表 

⑤ 原田義之様からのお礼状 

⑥ 入間市社会福祉協議会会長就任･退任挨拶状 

⑦ 会員出席状況(H.25年 7月～H.26年 4/23現在) 

⑧ 他クラブ週報＆例会変更のお知らせ 

⑨ 週報 39,40合併号 



●加藤国夫エレクト 

会長部会は第一本会議にて 10時点鐘、坂元ガバ

ナーエレクト挨拶、来賓挨拶と続き次年度役員紹

介があり、目標と指針・次年度分担金及び予算の

承認の件でしたが 52クラブ中 43クラブの賛成に

より承認されました。午前中一部会が終了。午後

から「部門別研修会」立原雅夫・地区研修リーダ

ーの話の中、効果的クラブ運営。一年間の会長の

時間を使いクラブに還元できるようなことを提案

していく。クラブは単年度計画ではあるが、最近

では単年度ではあるがその中、長期的な計画を立

てるように CLP研修では進めている。（当クラブで

は CLP採用はしていない）。 

入間クラブでは次年度事業として「一般的教育

支援」未来の宝でもある、市内全域を対象とした

児童、生徒の教育的支援を行っていきますのでご

協力お願いいたします。 

 

●滝沢文夫 次年度幹事 

研修・協議会に出席して、まず会場ではホスト

クラブの皆様にスタッフジャンパーにてお迎えを

して頂きました。次年度の社会奉仕活動時にスタ

ッフジャンパー等で活動すれば広報にも繋がるの

で欲しいものだと思いましたが、予算の事もあり

ますので今は欲しいとだけ申し上げておきます。 

午後からの幹事部会に参加者は、５２クラブ全

てが出席しているわけではありませんでしたが、

初めて幹事職に付く人は２９名でした。中には２

度目、３度目、会長経験者やガバナー補佐経験者

もいらして皆様、ロータリーをよく知り楽しんで

いらっしゃる方々だと思いました。 

部会では、幹事としての心得等の話がありまし

たが、幹事はまず会長を補佐することはもちろん

ですが、地区からの各文書等をよく読み理解して

下さいとの事でした。その為にも、手続要覧を熟

読し、誰よりもロータリーを理解するようにと教

えていただきました。幹事職をするとロータリー

のことがよくわかると言われるのはこの、手続要

覧の熟読と理解にあるのだと認識しました。会長

を補佐することは勿論ですが、皆様の援助を頂き

ながら１年間幹事としてクラブのために頑張る所

存ですのでよろしくお願いいたします。 

 

●西山祐三 次年度クラブ奉仕委員長 

先日の地区研修協議会に所用があり欠席致しま

した。代わりに荒井正武会員にご出席頂きました。 

クラブ奉仕部門委員長の渋澤健司様による今年

度活動計画方針は 

1.会員増強・公共イメージ委員会 各年２回のセ

ミナー実施 

2.会員増強目標 各クラブ純増１名以上 

3.女性会員数 各クラブ純増１名以上 

4.地区開催セミナー参加対象者全員出席を目指す 

5.公共イメージアップ作戦を他地区連携で行う 

6.｢職業奉仕」ネットワーク構築による、会員増強

手法の調査研究を行う 

7.各クラブの要望に対してのセミナー開催を行う 

色々な活動計画がありますが、やはり会員増強が

主な計画であろうかと思われます。 

 

●新井格 次年度国際奉仕委員長 

国際奉仕部門は、新島委員長と真下研修リーダ

ーのもとに研修を行いました。委員長からは、本

部門は国際交流と国際支援の二本の分野からなり、

最もロータリーらしくダイナミックな活動が出来

るとのお話がありました。また非日常の感動を味

わえる部門であり、そのためには日常から一歩踏

み出す必要がある事が力説されました。 

1.国際交流は、①海外クラブとの姉妹提携②日豪

青年相互訪問プログラムがあり、「出会いの喜

び」や別れの「感動の涙」が味わえる分野です。 

2.国際支援は、①学校に通えない子供たちに対す

る教育支援である「寺子屋運動」と②生きてい

く上での最低限の飲料水の確保や地雷で負傷し

た子供たちへの支援である「環境保全運動」に

大別されます。 

世界の貧しい地域では、日本での 1 万円が 10 倍

15倍の価値を持ち、想像以上のダイナミックな活

動支援の醍醐味を実感できます。国際奉仕活動で

の感動がクラブを元気にし、活性化する事を信じ

ているとのお話で研修は幕を閉じました。 

 

●吉沢誠十 次年度青少年奉仕委員長 

ロータリーで言う青少年奉仕の対象年は１２歳

中学生から３０歳までの高校生、大学生、社会人

の若者です。ＲＩでは５大奉仕部門に格上げして

若い青少年達へ奉仕してゆく事に大きな力を注い

でいます。 

アクト委員会、青少年交換委員会、ライラ委員会、

高校生社会体験活動委員会の４小委員会で構成さ

れています。アクト委員会ではクラブの活性化、

青少年交換委員会ではホストファミリーの不足、

ライラ委員会ではライラデー参加人数の課題があ

り、高校生社会体験活動委員会は埼玉県より就業

体験の依頼を受けています。 

■■■第５回クラブ協議会（地区研修協議会報告）■■■ 

会報委員会（関谷・平岡・忽滑谷） 
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＜今月のお祝い＞ 

会員誕生日 諸井克彦君 

夫人誕生日 
晝間典子様 忽滑谷理恵子様 

細淵理恵様 

結婚記念日 
大野賢次君 細淵克則君 

西山祐三君 平岡達也君 
 

＜６月プログラム＞ 

 

＜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 アリカム･アキラム様 

新疆ウイグル自治区から参りまし

た。言葉も文字も文化も中国とは違

います。これからの一年で色々お話

していきたいと思いますので、宜し

くお願い致します。 

●●●会長の時間 友野政彦会長 

皆様ＧＷはいかがお過ごしでしたでしょうか。

GW 中のニュースでは作家の渡辺淳一氏が亡くな

った事が報じられています。氏が得意とされた所

謂恋愛小説は読んでおりませんが「鈍感力」とい

うエッセーは楽しめました。又、ＮＢＡロスアン

ゼルス・クリッパーズのオーナーが人種差別発言

の為に、250 万ドルの罰金を科せられたうえでＮ

ＢＡより永久追放になったニュースもありました。 

このような人種差別の背景には、ヨーロッパ人

が他地域を植民地化していた過去が大きく影響し 

ており、いまだに人種による優劣という幻想を抱

く人もいる様です。 

ヨーロッパの文明が先行した理由を、ピューリ

ッツアー賞受賞作家・ジャレド・ダイアモンド氏

は著書｢銃・病原体・鉄｣で説明しています。 

ある民族が高度な文明を築けたかどうかは居住

する場所に大きく左右され、狩猟採集生活から食

料生産に移行するにあたり、栽培可能な植物がど

れだけ付近に自生していたか、水(河川)と肥沃な

土地があったかどうか。これはユーラシア大陸、

特にメソポタミアが恵まれていました。米と大豆

などは中国でしたが、小麦・大麦・エンドウなど

の原種がありました。一方、最も恵まれなかった

のがオーストラリアでアボリジニは狩猟採集生活

を続けざるを得ませんでした。また家畜化された

大型哺乳類は 14種いますがうち 13種はユーラシ

ア産です。メジャーな 5種（山羊・羊・牛・馬・

豚）とマイナーな 9種（ラクダ・水牛など）があ

り、ユーラシア産以外の 1種は南米産のアルパカ

で、アフリカ原産（サハラより南）で家畜化され

た種はありませんでした。そして東西方向に延び

るユーラシアは作物や家畜、技術や発明品などが

伝播しやすく、南北に延びるアメリカ等は気候が

大きく異なり砂漠や熱帯雨林等の分断があった為、

伝播が困難でした。その後ユーラシアにおいては

メソポタミアの森林伐採による砂漠化とともに繁

栄の中心は西へ移り、東には一方の雄である中国

が 15 世紀初頭にはコロンブスに先駆けて数百隻

の大船団をアフリカに送り出す迄になりました。

しかし宮廷内の権力闘争の結果外洋航海は 1433

年を最後に禁じられ、15世紀末以降はあらゆる技

術革新から自ら手を引き、ヨーロッパの先行を許

してしまいました。ダイアモンド氏は、その原因

を中国は統一された大きな国家であったのに対し

てヨーロッパは数百の小国家が切磋琢磨する状態

であった事ではないかと言っています。 

●幹事報告 西山祐三幹事 

第１１回定例理事会 ＜協議事項＞ 

1.６月のプログラムについて 

2.4/15入間南ＲＣとの合同例会会計報告 

3.青少年交換留学生ｼﾞｮﾅｻﾝ・ﾎﾟｰﾌﾟ君受入について 

 当番 内 容 

5日 吉沢 
第 6回クラブ協議会 

各小委員長事業報告 

12日 田中 五大奉仕委員長事業報告 

19日 後藤(健) 会長・幹事・ＳＡＡ挨拶 

26日  最終例会（夜間例会） 
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＜報告事項＞ 

1.使途指定寄付ポリオ撲滅 送金１人１０ドル 

2.5/11(日)ライラデイ 

3.5/24(土)ロータリーの森奉仕活動 

4.6/11(水)今年度次年度会長幹事会 

5.6/14(土)第１回会員増強セミナー 

6.５月ロータリーレート,１ドル１０２円 

7.５月より１０月までクールビズ 

8.5/13(火)入間市交通安全推進協議会定期総会 

9.5/17(土)入間市環境まちづくり会議 

10.5/21(水)入間市商工会通常総代会 

11.5/28(水)入間市社会福祉協議会評議委員会 

12.5/28(水)４クラブ合同懇親会 
 

●委員長報告 

ロータリー情報委員会 山岸義弘委員長 

ロータリーとして力を入れておりますポリオ撲

滅ですが、「ロータリーの友」や本日の日経新聞に

もポリオが又、増えていると載っています。尚、

いっそうポリオ撲滅のご支援をお願いいたします。 

雑誌委員会 水村雅啓委員長 

ロータリーの友５月号に入間 RC の記事が載り

ました！12 月に馬路会員の長徳寺で行なった「座

禅例会」の模様です。これからも当クラブの記事

が載るよう投稿していきましょう。 

環境保全委員会 後藤賢治委員長 

財団の研修に行って参りました。補助金申請を

５月 15日迄に申請し、年度内に使い切らなくては

いけない等の説明がありました。財団に年 1,000

＄の寄付をお願いしますと強く言われました。 
 

＜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 29名 74.3％ 73.0% 

事前欠席連絡 4名 
 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 滝沢文夫ＳＡＡ 

沢辺瀞壱様～この前は大勢の方がお越しいただき

ありがとうございます。友野政彦君、加藤国夫君、

忽滑谷明君～アリ君ようこそ、木下カウンセラー

宜しくお願いします。木下登君～沢辺様先日はお

世話になりました。アリ君今日から出席です、宜

しくお願いします。馬路宏樹君～沢辺様お世話に

なりました。友野政彦君、齋藤金作君、西山祐三

君、石川嘉彦君、細淵克則君、荒井正武君、晝間

和弘君、繁田光君、後藤賢治君、後藤健君、滝沢

文夫君～加藤さん写真ありがとう。出席委員会～

飯能RCへ15人でメーキャップに行ってきました、

17人分のニコニコ均等割り残り分です。 

本日\43,200 累計\835,200 
 

■回覧、配布物 

① ロータリーの友 5月号 ②ガバナー月信 5月号 

③ RI2570地区派遣学生３月次報告書 

④ 入間市民チャリティーゴルフ大会ご案内 

⑤ 他クラブ週報＆例会変更のお知らせ 

⑥ 5/22日帰り美術館出欠表 ⑦週報 41号 

■■■会員卓話(趣味の話)■■■ 

＜幕末歴史散歩＞ 新井格会員 

本日は幕末動乱期、後に明治維新

の中心となって活躍する多数の門下

生を輩出した｢松下村塾」を主宰した

思想家で教育者、そして兵学者であ

る吉田松陰のお話をいたします。 

天保元年(1830 年)８月４日に長州萩城下松本

村(現在の山口県萩市）において、長州藩の下級武

士・杉百合之助の次男として生まれました。名は

矩方、通称寅次郎、号は松陰、二十一回猛士。松

陰は、叔父で山鹿流兵学師範である吉田大助の養

子となりますが、直後に大助が死亡した為、僅か

６才で吉田家と山鹿流兵学師範の立場を継ぐ事と

なります。叔父の玉木文之進が開いた松下村塾で

指導を受け、11歳の時、藩主・毛利慶親の前で『武

教全書』戦法篇を講義(親試)します。その講義は

藩主をはじめ居並ぶ重臣たちも目を見張るもので

あったそうです。その後１９歳で、玉木文之進ら

の後見人を離れ、藩校・明倫館の独立師範(兵学教

授)に就任します。アヘン戦争で清が西洋列強に大

敗したことを知り家学の山鹿流兵学が時代遅れに

なったことを痛感すると、西洋兵学を学ぶため九

州に遊学。ついで、藩主の参勤交代に従い江戸に

出て佐久間象山に師事します。嘉永 5年(1852年）、

盟友である宮部鼎蔵らと東北旅行を計画しますが、

出発日の約束を守るため、長州藩からの過書手形

(通行手形）の発行を待たずに脱藩、士籍剥奪、家

禄没収の処分を受けます。嘉永７年(1854年)1月、

伊豆下田港にて長州藩足軽・金子重之助と共にペ

リー艦隊に小舟で乗り込み、密航を訴えますが、

拒否されてしまいます(下田踏海事件)。事が敗れ

た後、直ちに幕府に自首、長州藩へ檻送され野山

獄に幽囚されます。郷里で生家預かりの身となり

ますが、叔父の玉木文之進が開いていた私塾・松

下村塾を引き受けて主宰者となり、高杉晋作を初

め久坂玄瑞、伊藤博文、山県有朋、吉田稔麿、前

原一誠など、維新の指導者となる人材を教え育て

ます。安政 5年(1858年）、幕府が勅許なく日米修

好通商条約を結ぶと松陰は激しくこれを非難、老

中・間部詮勝の暗殺を企てますが、長州藩は警戒

して再び松陰を野山獄に投獄します。翌、安政 6

年、幕府の安政の大獄により江戸に送致され取り

調べを受けます。松陰は老中暗殺計画を自供して

自らの思想を語りますが、役人の

態度から死を覚悟、家族への｢永訣

の書｣と門下生達に向けた｢留魂

録｣を記します。安政６年 10月 27

日、評定所から｢死罪」が言い渡さ

れ即日処刑、享年 30(29歳没)の短

くも熱い生涯でした。 

最後に数ある松陰の名言の中で

も僕の大好きな言葉で卓話を終えたいと思います。 

死して不朽の見込みあらばいつでも死ぬべし 

生きて大業の見込みあらばいつでも生くべし 

会報委員会（関谷・平岡・忽滑谷） 
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http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%90%89%E7%94%B0%E5%A4%A7%E5%8A%A9&action=edit&redlink=1
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A4%8A%E5%AD%90
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●●●会長の時間 友野政彦会長 

ワールドカップの代表メンバーが発表されま

した。ベテランＦＷの大久保選手が再び代表入り

して話題になっていますが、昨年のＪリーグ得点

王で今年も好調を維持しておりサプライズとは言

えません。個人的には中村憲剛選手の落選が意外

でした。ともあれ来月 12日にブラジルで開幕しま

す。日本代表の活躍を期待しましょう。 

さて、話題は変わりますが以前関西出身の友人

に「東京で食べるうどんはつゆが真っ黒で旨くな

い」と言われたことがありました。これに対し、

東京ではうどんは言わば病人食という扱いであり、

蕎麦を食べるべきである旨言い蕎麦店に連れて行

った記憶があります。都内の蕎麦店で老舗・名店

と言われる店は、火事からの再建が待たれる「か

んだやぶそば」を初め、麻布十番の更科、室町砂

場、並木藪蕎麦・・・等沢山ありますがうどん店

のそれは知りません。また同じ炭水化物であって

も蕎麦の方が健康的でもあります。それは「グリ

セミック・インデックス」においてうどん 85に対

し蕎麦 54という数値に表れています。グリセミッ

ク・インデックスとは炭水化物 50グラムを摂取し

た際の血糖値上昇の度合いを、ブドウ糖を 100と

したときの相対値です。他ではパン 95・白米 88・

コーンフレーク 75・パスタ 65・玄米 55となって

います。しかし蕎麦は材料費がうどんの 3倍から

4 倍しますので同じ値段でいただくことは難しい

でしょう。 

また蕎麦には出汁の効いた濃厚なそばつゆも欠か

せません。そして無形文化遺産に登録された和食

のベースを構成するのは出汁のうま味です。甘

味・酸味・塩味・苦味のどれとも違う第五の味覚

であるうま味成分が発見されたのは 1908 年のこ

とです。東京帝国大学の池田菊苗博士により、昆

布だしの成分がアミノ酸の一種であるグルタミン

酸であることが突き止められました。その翌年、

実業家・鈴木三郎助が池田博士の研究に基づいて、

家庭で使いやすいようにグルタミン酸とナトリウ

ムを結合させたものを商品化しました。これが世

界初のうま味調味料「味の素」です。 

とことで来年その味の素社はパキスタンに進出し

ます。これで同社は人口 1億人以上のすべての国

で食品事業を展開することになりました。パキス

タンなどのイスラム圏においては「ハラル認証」

の取得が不可欠となります。「ハラル認証」とはイ

スラム教が禁じる豚肉やアルコールを使わずに製

造された、戒律に沿った製品であることの認証で

す。同社は既に認証を取得済みですが、実は 00

年にインドネシア向け「味の素」の生産工程で豚

肉由来の素材を使ったとして社会的批判を浴びた

経験があり、イスラム圏の事業の難しさを知って

います。現在パキスタンのうま味調味料シェアの

9 割を占めるのは安価な中国産であり、その牙城

を崩すのは容易ではないでしょう。うま味調味料

の元祖の実力が問われます。 

 

●幹事報告 滝沢文夫副幹事 

特にございませんが、5月 16日のクラブ奉仕の

家庭集会には多くの方の出席をお願いします。 

 

●委員長報告 

プログラム委員会 晝間和弘委員長 

来週の移動例会は席にまだ余裕がありますので

是非、ご参加宜しくお願いいたします。 

地域発展委員会 大野賢次委員長 

防犯カメラのステッカーを二ヵ所に設置いたし

ました。又、最終例会の内容を本日回覧いたしま

したのでご覧になってください。 
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＜山歩き＞ 加藤国夫会員 

趣味とは、好奇心からの延長

線上にあるものと思いますが、

私は、生れも育ちも山ですから、

自然と山歩きに入り易かったの

だろうと思っております。山に

は人知れず不思議な魅力がある

もので、今の飯能市からはさほ

ど遠うくもなし、手軽に歩けた

ハイキングコースでしたが周囲を一望できる場所

があると聞き、握り飯と水筒を片手に、一時間ほ

ど登ったところで、見晴らしの良い場所で休みを

取ることにした。そこからの視線の先には霞を帯

びた墨絵を見ている様な雰囲気に包まれ、しばし

何も考える事もなく身を横たえているうちに、心

も全身も癒されて行くそんな山に魅力に取りつか

れ、二ケ月に一度ぐらいの割合で山歩きを重ねて

いくようになった。あるとき駅構内の案内板の片

隅に残雪が残る谷川岳の一枚の写真を見つけ、無

性に登ってみたくなり、なけなしの金をたたいて

本格的に登山装備を整え、山の虜となっていった。 

丹沢山系では「わらじ」をはき、沢登りにと夢

中になり、5 メータそこそこの滝に出くわし高巻

きするつもり登り始めて間もなく、足を滑らし滝

つぼの脇のたまり水に落ちた瞬間。飛び出した魚

体に目を奪われた。そこで覚えたのが渓流釣りに

と出会い。そんな中、昭和 33～34年に入間市（武

蔵町）に、地元、近隣からなる山愛好者で作る「あ

すなろ山の会」が活動していることを聞き、誘わ

れるままお世話になった。当時はハイキング程度

の山歩きが多かったようでした。強く印象に残る

のは。上高地から入り徳沢―唐沢でキャンプを張

り、穂高縦走を試みたのが、仲間の一人が腹痛で

ダウン、帰りには新調した靴の為、足がまめに見

舞われ、履き捨てられた藁草履を履き下山したの

が今でも脳裏に深く刻む事となった。 

昭和 30年代はまだ日々の生活にも余裕はなく、

特に母子寮で生活を営む子供たちを励ましてあげ

たいと願いボランテアで春日町付近にあった豊水

寮と、丸広西側付近に母子寮があり、そこの児童、

生徒を引率し奥多摩氷川キャンプ場でのキャンプ

ファイヤーを囲み子供たちと一緒に楽しんだ思い

出が、記憶に残る青春のひとコマである。 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 忽滑谷明副ＳＡＡ 

加藤国夫君～13,14 日増強各委員会、家庭集会に

出席いただいた方お疲れ様でした。滝沢文夫君～

西山幹事次席のため代役を務めさせて頂きます。

忽滑谷明君～来週のロータリー美術館に女房のみ

参加いたします宜しくお願いします。晝間和弘君

～諸井会員、加藤会員卓話楽しみにしております

宜しくお願い致します。山岸義弘君～早退します。 

本日\5,000 累計\840,200 

 

＜釣り・鶏・犬・射撃＞ 諸井克彦会員 

私の道楽は年齢と銭

回りでかわってきました。

師匠とか先生とか匠は居

ません。しかしながら小

名人は多々居られました。 

 

釣＝渓流釣と鮎釣にハマ

リ、その中には釣名

人・釣天狗がゾロゾロ居ました。渓流釣は夜

明けと同時に始めますので、暗いうちから山

に入り準備をします。鮎釣は夏。昼間の渓流

で十人二十色ぐらいの仕掛けに個性が有りま

す。ダイワ釣具メーカーによる全日本トーナ

メントが関東近辺の川で行われます。 

鶏＝日本のニワトリで専門は軍鶏です。体重は 5k

～6k,体長は 70cm～90ｃｍ位の大型で、気が

強く人に向かって来るのもおり、手におえな

いものもいます。でも鶏はトリ、飲み水や餌、

内外の寄生虫に弱く目が離せません。 

仲間は餌代が安いのか平均三十羽前後飼育し

ています。日本愛玩鶏協会の他幾つか協会が

あり、秋には各地で大会が開かれます。 

犬＝猟犬が専門で鳥猟犬と獣猟犬とでは、其々訓

練が違います。東西の予選を勝ち抜き、富士

山の朝霧高原で全国大会が行われます。時期

は変わりますが、品評会も有り品評会用の犬

は猟は出来ません。色・形だけで全日本狩猟

倶楽部が開きます。 

射撃=ライフル銃・散弾銃・エアーライフル銃があ

り、ライフルとエアーライフルは止まってい

る的を撃ちます。散弾銃は動く的を暗夜に霜

が降るがごとく引き金を引いて撃ちます。

指・心・目を一つにして引き金を引く散弾銃

はスキートとトラプッとの二つの競技があり、

オリンピック候補とは別に各種の全国大会が

あります。私はスキート射撃でした。 

 

＜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 25名 65.8％ 82.5% 

事前欠席連絡 8名 

 

 

■回覧、配布物 

① ハイライトよねやま 170 

② 石巻災害ボランティアセンター事業報告書 

③ 姉妹・友好クラブ名一覧表 

④ 入間市民チャリティーゴルフ大会ご案内 

⑤ 防犯カメラ寄贈写真 

⑥ 他クラブ週報 

⑦ 6/26友野年度最終例会出欠表 

⑧ 週報 42号 

■■■会員卓話(趣味の話)■■■ 
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第４４号 ２８１４回例会 ２０１４年５月２２日(木) 

会報委員会（関谷・平岡・忽滑谷） 



１ 

 

■会報委員長：関谷 永久  ■当番：吉永 章子 
■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 

■ 2013-2014 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 

2013-14 年度 RＩテーマ 

第４5号 ２８１5回例会 ２０１４年 ５月 29日（木） 

 ＜ビジター・ゲスト＞ 

ローテックス会長 板木 麻耶 様 

本日は、先日行われまし

た「青少年交換研究会・福

島会議」についての報告を

させて頂きます。 

福島会議の大きなテーマ

は「東日本大震災と青少年交

換プログラム」というような

形でスピーチを聞いたり夜には

グループディスカッションをしたりしました。私自

身は震災の時はベルギーに派遣中で実際に体験した

訳ではなかったので、震災に対する想いはあまり身

近なものではありませんでした。しかし福島の ROTEX

のスピーチや同年代の学生たちとの深夜まで及んだ

グループディスカッションで、本当に震災とは凄ま

じいものだったのだと改めて感じました。２日間の

福島会議で得るものはとても多かったです。寝る間

も惜しんで話し合い、それを纏める事はとても大変

でしたがとても身になりました。 

本日は入間ロータリークラブの皆様の前でご報告

させていただく機会を頂きまして本当にありがとう

ございました。 

 

●●●会長の時間 友野政彦会長 

先週は風邪の為に日帰り美術館を欠席し誠に申

し訳ありませんでした。年度も残り少なくなり気

が緩んだ事が原因です。大いに反省しております。 

中井ガバナーよりメールが届いております。先

月行われた地区研修協議会について、当初予算が

100 万であったのに大幅に超過したとのことです。

特にイベント会社（東京企画）への委託料の 70

万・冊子の印刷料 45万は如何なものかと述べられ

ています。イベントの簡略化とペーパーレスによ

るコストカットは本年度の評価すべき実績だと思

いますが、今後、次年度のイベントの運営につい

て一考を要するのではないでしょうか。 

さて、話題は変わりますが、最古の生命の痕跡

は 38億年前のものです。地球の誕生が 46億年前

ですのでその 8億年後となります。生命が存在す

るならばこの時既にＤＮＡもタンパク質もあった

ことになり、これはあまりにも短いのではないか

との意見も多いのです。つまり生命誕生までに長

い化学進化の時代がなければならないのではない

かという意見です。そこでかつて登場したパンス

ペルミア説が今も一定の支持を得ています。つま

り生命は地球外からやってきたという説です。Ｓ

Ｆみたいな話ですが、「時間」の観点からは否定し

去ることが難しいようです。 

次に最古の生命は単細胞の原子細菌だったので

しょうが、多細胞生物の出現はいつ頃でしょうか。

はっきりとした証拠は約 6億年前の化石です。つ

まり 30 億年以上にわたって生物は単細胞のまま

でした。更に 5億 4千万年前から始まる古生代カ

ンブリア紀に生物は爆発的な多様化を遂げます。

すべての動物の原型がこのとき一挙に出揃いまし

た。しかし 2億 5千年前の古生代末の大絶滅では

生物の 90％が消滅しています。そのあとの中生代

に哺乳類や恐竜・翼竜などが登場し、最初は劣勢

でしたが陸上の覇権を握ったのは結果的に恐竜で

した。哺乳類は恐竜の目を逃れて夜間に活動し、

ネズミのような形態のままで、おそらくはユカタ

ン半島に落下した巨大隕石のために恐竜が絶滅す

るまで、1 億数千年間多様化することはありませ

んでした。洋の東西と問わず巨大なもの・恐ろし

いものとしての竜の伝説があるのは、我々の祖先

のＤＮＡに刻まれた恐竜の記憶ではないかと勝手

に思っております。 

 
 

●幹事報告 西山祐三幹事 

1.６月のロータリーレート １ドル１０２円 

2.５月２８日 ４クラブ合同懇親会開催 
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●委員長報告 

ロータリー美術館 齋藤金作委員長 

先週の岡田美術館は実業家岡田和生氏が収集し

た陶磁器・絵画・工芸・彫刻など超一流の作品を

たっぷりと鑑賞でき誰もがビックリされた事でし

ょう。皆様方にご協力頂き楽しい一日が過ごせ、

ありがとうございました。 

地区ロータリー財団委員会 細淵克則委員長 

5/19 国際親善留学生に埼玉親善大使の委嘱が

上田県知事により知事公邸で行われました。 

5/24Ｒ財団役員会にて、入間クラブ申請の｢発達

障害児童教育支援事業」の補助金が決定しました。 

加藤国夫エレクト 

入間ＲＣ細則(一部）変更について、クラブ、委

員会構成をかねてより答申致してまいりましたが、

細則変更「理事会承認」が纏まりました。クラブ

細則第9条「委員会」第2節 クラブ奉仕委員会 (括

弧)C クラブ会報・雑誌委員会、第 4節、社会奉仕

委員会(括弧)a,b,cについて変更しました。 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 滝沢文夫ＳＡＡ 

友野政彦君～先週は風邪の為、美術館を欠席しご

迷惑おかけしました。山根宏夫君、吉永章子君、

忽滑谷明君～先日のＲ美術館では親睦・美術館担

当の皆様お世話になりました。加藤さん写真あり

がとう。加藤国夫君～葛飾北斎の浮世絵参考にな

りました。西山祐三君～四人目の孫が先日誕生し

ました。岩崎茂君～前回の会員親睦旅行は所用の

為、欠席をして申し訳ございません。滝沢文夫君

～板木さんお久しぶり元気そうですね 加藤さん

写真ありがとう。晝間和弘君～板木さんようこそ 

摂田・山根パスト会長卓話宜しくお願いします。

石川嘉彦君、齋藤金作君、大野賢次君、山岸義弘

君、関谷永久君、木下登君、馬路宏樹君～加藤さ

ん写真ありがとう。荒井正武君～早退します。 

本日\22,000 累計\862,200 

 

＜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 31名 77.5％ 84.2% 

事前欠席連絡 3名 
 

■回覧、配布物 

① ハイライトよねやま 170 

② 石巻災害ボランティアセンター事業報告書 

③ 姉妹・友好クラブ名一覧表 

④ パブリックコメント事項最終報告(案) 

⑤ 第３回いるま環境フェアのご案内 

⑥ 茶の香めーるＶｏｌ．５２ 

⑦ ロータリーの行動規範 

⑧ 入間市交通安全対策推進協議会定期総会資料 

⑨ ナマステ 13号(ネパール教育支援活動報告) 

⑩ 他クラブ週報＆例会変更のお知らせ 

⑪ 入間ロータリークラブ細則 

⑫ 6/26友野年度最終例会出欠表 

⑬ 週報 43,44合併号 

■■■パ ス ト 会 長 卓 話■■■ 
第３７代会長 摂田順一会員  

戦後 50 年の節目の年に会

長の重責を務める事になりま

した。この年は 1月に阪神・

淡路大震災、3 月にはオウム

真理教による地下鉄サリン事

件があり、何か殺伐とした年

初めでした。そんな折り、ハ

ーブ・ブラウンＲＩ会長の示

された「真心の行動・自愛の奉仕・平和に挺身」

というテーマに沿って石川山治幹事と共に会の運

営に当たりました。会員が何か一緒にでき、広報

活動も兼ねる事ができる万燈まつりへの参加を初

めて試みました。会員各位の超我の奉仕により、

ほぼ全員の参加を得て成功に導いて戴いた事に意

義深いものが有りました。 

又、ダイオキシン等による地球環境汚染が問題

となっており、クラブでも無関心ではいられない

状態でした。そこで、市内の 4中学校に酸性雨測

定器を寄贈し、次世代を担う生徒たちに大気汚染

に対する認識を深めて頂ければ幸いと思いました。 

岐阜長良川へ鵜飼見物親睦旅行を企画し、夜の

柳ヶ瀬や岐阜城、木曽路散策も思い出の一つです。 

四月には狭山市のホンダ自動車の見学も行い、車

の誕生をするのを目の当りにして日本の自動車産

業の発展ぶりを良く理解できたと思います。 

 
第４1代会長 山根宏夫会員  

私は昭和 51 年に入会し、

23 年目に会長になりました。

丁度、40周年記念行事も予定

されていましたので、遣り甲

斐がある会長職を一年間思い

切って森田英郎幹事と共に就

任すると決めました。 

会長就任にあたっての私

の方針は親睦と会員増強と例会の充実でした。親

睦旅行は入間市の姉妹都市である佐渡に決め、金

山見学等楽しい旅行でした。あと、折角縁あって

ロータリアンになった同志なので、会員の職業を

良い意味で、大いに利用しあう事を提唱し、例え

ば大野会員に頼んで「浴衣の会」を作り、夜間例

会時は全員浴衣着用を義務付けました。又、若い

会員を増強したいと思い、夜の家庭集会を増やし

ました。魅力あるプログラムが一番大切と考え、

一年間に各会員が最低一人の講師を見つけて来る

事を義務付けたり、健康管理に気を付ける為、例

会は禁煙とし、皆さんに協力していただきました。 

実行委員長を浅見仁一郎会員にお願いし、各自

夫人同伴で飯能プリンスホテルにて盛大に 40 周

年記念パーティーを行うことができました。 

表彰状の授与式では吉永章子会員、平沼登志江会

員が、大変美しい着物姿で協力して下さり大変評

判が良かったことを覚えています。 
会報委員会（関谷・平岡・忽滑谷） 

会報委員会（水村 滝沢 宅見） 

会報委員会（関谷・平岡・忽滑谷） 
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■会報委員長：関谷 永久  ■当番：吉沢 誠十 
■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 

■ 2013-2014 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 

2013-14 年度 RＩテーマ 

第４6号 ２８１6回例会 ２０１４年 6月  5日（木） 

 

＜今月のお祝い＞ 

会員誕生日 大塚拓君       馬路宏樹君 

夫人誕生日 
友野みゆき様   森田秀子様 

摂田ヨシ子様 

結婚記念日 
摂田順一君     宮崎正文君 

大塚拓君       馬路宏樹君 

 

＜ビジター・ゲスト＞ 

米山記念奨学生 アリカム･アキラム様 

 

●●●会長の時間 友野政彦会長 

本日は第 6回のクラブ協議会です。各委員長さ

んより事業報告の発表を宜しくお願い致します。 

職業柄「長寿」に関心があります。現時点での

世界記録は仏人女性ジャンヌ・カルマンさんの

122歳、男性では日本の木村次郎右衛門さんの 116

歳となっております。そもそも哺乳類の寿命は体

のサイズでほぼ決まってしまいます。小さなネズ

ミはわずか２年の寿命であり、犬が 20年、馬が約

30 年、象は長命ですが 70 年くらいです。史上最

大の哺乳類であるシロナガスクジラは 120年とい

われています。こうしてみると我々人間は体の大

きさの割に長生きです。その理由の一つがネオテ

ニー（幼形成熟）であろうと思われます。ネオテ

ニーとは幼い時、若い時をなるべく引き伸ばして

いく戦略です。人間くらいの体のサイズだと 4歳

から 5歳で繁殖可能になることが普通ですが、実

際は十数年を要します。このゆっくりした成長シ

ステムのために体の大きさの割に長生きできるよ

うになったと考えられています。 

その他の長命な動物を挙げますと、両生類のオ

オサンショウウオが 50年、爬虫類ではウミガメが

100 年以上、ゾウガメは 150 年、魚類はチョウザ

メが 150年、シーラカンスは 200年以上生きるの

ではないかといわれています。総じて変温動物の 

方が長生きです。彼らは恒温動物と比較して代謝 

 

が不活発です。代謝を落とすことで生存できる時

間を延ばしているといえます。またもう一つの理

由は多くの変温動物にとって種の存続という意味

で、成体の価値が極めて高いということです。哺

乳類は少数の子を丁寧に育て、子が成体になれば

種の存続にとって親は用済みです。しかし変温動

物では成体にまで育つ確率がとても低いため、成

体は貴重な存在であり簡単に死なせるわけにいか

ないのです。 

 

●幹事報告 西山祐三幹事 

第 12回定例理事会 ＜協議事項＞ 

1.入間 RC ホームページ更新の件 

2.日帰り美術館会計報告 

3.わんぱく相撲入間大会協賛金 10,000 円 

4.入間市観光協会年会費 10,000 円 

社会福祉協議会年会費 5,000 円 

5.諸井会員今年度にて退会 

＜報告等＞ 

①6/8(日)米山記念学友総会と新規奨学生歓迎会 

②6/11(水)第 3 グループ今年度･次年度会長･幹事会 

③6/14(土)次年度第 1 回会員増強セミナー 

④6/8(日)第 20 回わんぱく相撲入間大会 

⑤7/3(木)地域交流研修会 

 

●委員長報告 

雑誌委員会 水村雅啓委員長 

６月は親睦活動月間です。2014 フォトコンテス

トの入選作品が載っています。「ポリオ撲滅」の記

事は、情熱と命を下げた日本のロータリアンとそ

の活動を振り返っています。わがまち・・・そし

てロータリーは、製糸工場が世界遺産になった群

馬県富岡市です。タイムリーな掲載で、ロータリ

アンと地域の関わりが書かれています。 

加藤国夫エレクト 

次年度のＩＭ開催が決まりました。詳細につい

ては又、決まり次第ご報告いたします。 



２ 

 

■■■第６回クラブ協議会■■■ 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 滝沢文夫ＳＡＡ 

後藤健君～加藤さん写真ありがとうございます。

滝沢文夫君～SAA としてアナウンスしてきました

が、力不足で上手くできませんでした。 

本日\34,000 累計\896,200 

 

＜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 29名 74.3％ 62.1% 

事前欠席連絡 3名 

 

 

 

■職業分類委員会 岩崎茂委員長 

経済の変化に伴い、職業分類も変化しておりま

すので、市内の企業を細かく探索し分類表に反映

させる努力を行いました。分類作業を通じて、従

来とは異なった視点からの会員増強を考え成果に

繋げる事も重要な役割であると気づかされました。 

■会員選考委員会 森田英郎委員長 

後藤健さんの新入会員が審議できまして本当

に喜ばしく、感謝申し上げます。来年度も会員増

強がされることをご祈願いたします。 

■会員増強委員会 繁田光委員長 

８月に会員増強例会を行い、本年１月に後藤健

さんに入会して頂きました。一人増えたと安心し

ておりましたところ退会者が出てしまい、申し訳

ございません。 

■ロータリー情報委員会 山岸義弘委員長 

ロータリー研究会で新しいロータリーの本が出

ましたので、その本が配送されましたら新しい

方々への勉強会を、年度内に実施できればと考え

ております。 

■出席委員会 木下登委員長 

出席の状況を今まで 4回出しております。あと

数回ありますので、メーキャップ等皆さん各自で

100%になる様にして下さい。又、長期欠席者への

声掛けが出来なかったのが残念です。全体として

無断欠席が多いように思いました。 

■会報委員会 関谷永久委員長 

来年度は雑誌委員会と一緒となりますので、内

容も変わるのではないかと思っています。 

■親睦活動委員会 繁田光委員 

活動計画を順調に消化出来ました。皆様のご協

力の元、此処まで出来ありがとうございました。

最終例会にもご家族ともども、多くの方のご参加

お待ちしています。よろしくお願い致します。 

■雑誌委員会 水村雅啓委員長 

一年間大変お世話になりました。投稿も加藤会

員にお願いして、馬路さんのところでの座禅例会

を載せることができ、ありがとうございました。 

■プログラム委員会 繁田光委員 

皆様のご協力の元、プログラムを此処までアク

シデントもなく行う事ができ感謝申し上げます。 

 

■回覧、配布物 

① ガバナー月信 2014Vol.12 

② ロータリーの友 6月号 

③ 社協だより 

④ 新所沢ＲＣ事務所移転お知らせ 

⑤ 他クラブ週報 

⑥ 6/26友野年度最終例会出欠表 

⑦ 週報 45号 

 

 

 

 

 

■ロータリー美術館 齋藤金作委員長 

年初に皆様とお約束した事は全て実施できまし

た。親睦旅行での天心記念五浦美術館。前回の日

帰りで参りました岡田美術館は良・質とも大変素

晴らしく、是非皆さんも行かれたらと思います。 

又、プロ蔵委員会で企画いたしました、武蔵野音

大の楽器博物館は、私たちの身近にあって目がい

かなかった美術品を見せて頂いた事は大変喜ばし

いことでした。又、最近は会員の出品メンバーが

増え、非常に良い形になってきておりますので、

来年度は小さい美術館を開いては如何でしょう。 

■地域発展委員会 大野賢次委員長 

計画に掲げました通り、地域住民の安全を守る

為に防犯カメラを 2基、細淵会員、木下会員のご

協力の元、産業文化センターに設置することが出

来、入間市の子供たちも含め、生活支援ができた

と思います。来年度は社会奉仕委員会に組み込ま

れ大変でしょうが、しっかりした事業を行ってい

ただければと思います。 

■環境保全委員会 後藤賢治委員長 

地域発展の大野委員長にお誘いを受けて、ご一

緒に防犯カメラ設置を無事行うことが出来ました。

又、ゴミ省力化の会議出席やマミーマート前にて

パンフレットの配布等を行いました。 

■ロータリー財団委員会 齋藤栄作委員長 

新補助金モデルの初年度ですが、来年度は補助

金が受けられることが決定しています。又、全員

の 100$寄付が達成でき、クラブとして表彰をうけ

る事ができました。補助金が三つに分かれました

が、本日配られています「ロータリーの友」横 35

ページに新しい資金モデルが載っておりますので、

良くご覧になってください。 

■米山記念奨学委員会 宮崎正文委員長 

皆様方からのご協力により寄付ができありがと

うございました。次年度はプログラム委員長で、

今からドキドキしていますが頑張りたいと思って

います。 

■職業奉仕委員会 荒井正武委員長 

皆さんがお元気で会社を経営し、この世の中で

活躍されている事が、職業奉仕だと思っておりま

すので皆様に感謝申し上げます。又、お陰様で作

業服での例会参加をさせて頂き、品位を高めたか

どうかは分かりませんが嬉しく思っております。 

会報委員会（宅見・石川嘉・豊田） 

 

 

 

 

 

会報委員会（宅見・石川嘉・豊田） 

 

 

 

 

 

会報委員会（関谷・平岡・忽滑谷） 
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■会報委員長：関谷 永久  ■当番：田中  快枝 
■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 

■ 2013-2014 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 

2013-14 年度 RＩテーマ 

第４７号 ２８１７例会 ２０１４年 6月１２日（木） 
 

●●●会長の時間 友野政彦会長 

昨日は所沢にて、現・新会長幹事会が行われま

した。幹事をさせてもらった時を含めて 4度目の

同会への出席になりますが、いつものことながら

リラックスした現会長・幹事と心もち緊張した新

任の方々の表情が印象的でした。会において、地

区分担金が上がってしまった事に対する批判、そ

してＩＭ実施の是非を問う声がありました。 

さて、明日早朝にはサッカーＷ杯が開幕します。

開幕戦（ブラジルークロアチア）では西村主審が

笛を吹き相楽・名木両副審とともに日本トリオで

試合を裁きます。日本代表は 5大会連続 5度目の

出場で、今や出場するのが当たり前になりつつあ

ります。しかし出場国は 32か国で、出場できない

国と地域は 177あります。プレミアリーグの名門

マンチェスター・ユナイテッド(以下マンＵ)にラ

イアン・ギグスという名選手がいました。90－91

年シーズンにデビューし、13－14年を最後に引退

し、同クラブのアシスタントコーチに就任してい

ますが、現役時代には不動の左ウイングで 12度の

プレミアリーグ優勝と 2度のチャンピオンズリー

グ優勝に貢献しています。ところがギグスはＷ杯

出場経験がありません。なぜならば彼はイギリス

人でもウェールズ代表であり、ウェールズは強豪

国ではないからです。もう一人同じマンＵにかつ

てジョージ・ベストという選手がいました。63年

に 17歳でデビューし 64－65と 66－67にリーグ優

勝、67－68にはリーグ得点王とＵＥＦＡチャンピ

オンズカップ(現在のチャンピオンズリーグ)優勝

を手にしています。ただ 66年のＷ杯でイングラン

ドが優勝しましたが彼は出場していません。彼は

イングランドではなく同じイギリスでも北アイル

ランド代表だったのです。また、ジョージ・ベス

トは天才といわれましたが先に挙げたギグスのよ

うな優等生ではなく、ピッチの中でも外でも悪童

でした。派手な異性関係や夜遊びによるアルコー

ル依存症のために全盛期は長くありませんでした。 

 

それでも 05 年に死去した際には葬儀の様子がＢ

ＢＣによって世界に生中継で伝えられ、その後オ

ールド・トラッフォード(マンＵのホーム）の外に

ブロンズ像が建てられたほどファンにとっては忘

れえぬゼッケン 7でした。同様に 95年にバロンド

ールをアフリカ人として初めて獲得した｢リベリ

アの怪人｣ジョージ・ウェアや 70年代後半からブ

ンデスリーガで活躍した奥寺康彦選手も強豪国出

身でなかったために（当時の日本はお世辞にも強

豪国とは言えませんでした）Ｗ杯に出場できませ

んでした。我々は「出場できない悲哀」を忘れつ

つあります。ともあれ約 1か月に亘って行われる

Ｗ杯を大いに楽しみたいと思っています。 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 滝沢文夫ＳＡＡ 

友野政彦君～忽滑谷さん妹の本を購入下さってあ

りがとうございます。友野政彦君、滝沢文夫君～

加藤さん昨日は送迎ありがとうございます。 

本日\3,000 累計\899,200 

 

＜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 26名 70.0％ 82.5% 

事前欠席連絡 4名 

■回覧、配布物 

① RI2570地区派遣学生 5月次報告書 

② 第 20回わんぱく相撲入間大会のご報告と御礼 

③ 6/26友野年度最終例会出欠表 

④ 他クラブ週報＆例会変更のお知らせ 

⑤ 週報 46号 

 

■小委員会報告 (先週に引き続き) 

■健康管理委員会 豊田義継委員長 

活動計画の中でインフルエンザ予防注射と、会

員による「長生きの秘訣」の卓話を実施しました。

体力測定やウォーキングが出来ず残念でした。 



２ 

 

 
 

■クラブ奉仕委員会 粕谷康彦委員長 

本年度の活動計画として、い

くつか挙げさせていただきまし

たが、第一にクラブ活動の基本

である会員増強に重きを置き、

今回は１名の会員が入会しまし

た。残念ながら１名の退会者が

出て純増０となりました。 

親睦活動、プログラム、ロー

タリー美術館各委員会との共同開催に辺り、常に

家庭集会を開き活発な意見交換をいたしました。 

親睦旅行は茨城県五浦の天心記念美術館の視察と

東山温泉に宿泊しました。又、ロータリー美術館

では５月に日帰りで箱根の岡田美術館を視察しま

した。プログラム委員会は講師卓話を入間市長田

中様、入間市教育長村野様、埼玉りそな銀行入間

支店長、佐山警察署所長会田様にお願いしての卓

話、また会員卓話は今迄にない大勢の会員に、職

業紹介や趣味の話をしていただきました。武蔵野

音大での移動例会で、楽器博物館のピアノの他楽

器の見学会や、今回初めての試みである座禅会(馬

路住職の長徳寺)など、多勢の参加で大変良い時間

を過ごさせてもらい体験できました。 

出席はロータリークラブの例会では最大の義務

であると思います。メークアップの機会を持って

いただき出席率の向上に協力していただきたい。 

一年間ご協力いただきありがとうございました。 

■社会奉仕委員会 忽滑谷明委員長 

ロータリーの森清掃活動につ

いては、石川ＰＧ、諸井会員、

前年度奨学生のジトさん、現奨

学生のアリ君が参加いたしまし

た。又、加治丘陵の保全活動、

万燈まつりの参加も例年通り協

力をいたしました。バザーや焼

き芋販売等のご協力をありがとうございました。 

そして「ＮＰＯ法人エルトゥールルが世界を救

う」に入会し 50,000円を寄付いたしました。この

ＮＰＯ法人は日本とトルコとの国を越えた 2つの

救世劇を巡る感動の物語の映画化を応援する法人

です。2 ヵ年継続事業として理事会のご承認を得

ておりますので、次年度も 50,000円の寄付をお願

いいたします。 

又、地域発展委員会と協議して、入間市産業文

化センターに防犯カメラ 2基を設置寄贈いたしま

した。細淵会員、木下会員をはじめとする会員の

皆さんのご協力に感謝申し上げます。 

反省点といたしまして、東日本大震災の被災地

石巻支援等につきましては、車椅子の寄贈を実施

して以来、継続的に支援するという事でしたが途

切れてしまいました。窓口(担当者)を決めて活動

した方が良いのかも知れませんので、次年度委員

長に検討をお願いいたします。 

一年間お世話になり誠に有難うございました。 

 
 

■国際奉仕委員会 吉沢誠十委員長 

国際奉仕委員会として活発な

活動をしたとは言えませんが、

ロータリー財団、米山奨学委員

会においては、先週お二人の委

員長から発表がありました様に

会員の皆様のご理解を頂き、目

標通りの寄付を頂けました事に

改めて御礼申し上げます 

地区の米山記念奨学委員会の忽滑谷推進委員長

とは、何かにつけ同行することが多く、地区委員

長という立場の大変さを目の当たりにし、私には

出来ない事であると確信いたしました。 

個人的にはジトのカウンセラーとなり、米山の

行事に参加させて頂き、多くの奨学生の真面目で

熱い思いを色々な場面で体験できたことは大変あ

りがたいことでした。ジトは私よりはるかに若い

のに、本当に苦労人で人生目標をはっきり持った

素晴らしい女性で、私自身ジトから色々な事を教

えてもらった気がいたします。最後になりました

がジトが卒業式に袴を着たいと言うので、吉永会

員に相談したところ大変な協力を頂き、無事卒業

式には袴で出られました事に感謝申し上げます。 

カウンセラーとしての感想の様になってしまい、

纏まりませんが私の委員長としての報告とさせて

頂きます。 

■青少年奉仕委員会 諸井克彦委員長 

インターアクトセミナー、ラ

イラデーと参加しまして基本的

ニーズであります健康、人間の

価値、教育、自己開発に当り青

少年の安全を考える上での責任

があるかと強く思いました。基

本的に実施はしていませんがセ

ミナー等に参加したことが実施になりました。一

年間お世話になりました。 
 

■地区ロータリー財団委員会 細淵克則委員長 

ロータリー財団は唯一、ＲＩ

からフィードバックする委員会

です。去年の 7 月から「ロータ

リー夢計画」が発足いたしまし

たが、非常に使い勝手が良くな

っている分使わないとお金が残

らないシステムになっています。 

グローバル補助金と地区補助金、国際親善奨学

生等色々なシステムがあり、100%上手く利用す

れば良いですし、また皆さんの寄付の内、半分

は使えるように戻ってきますので寄付も宜しく

お願いします。年間 30～36回財団にて出ていま

すと入間クラブの皆さんと同じくらい仲良くな

れ、行くのが楽しみになります。又、会って色々

な人と話す事で、多くの友達ができ大変良い経

験になっています。 

会報委員会（関谷・平岡・忽滑谷） 

■■奉仕委員長 事業報告■■ 
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第４８号 ２８１８例会 ２０１４年 6月１９日（木） 

＜ビジター・ゲスト＞ 

飯能ロータリークラブ 沢辺 瀞壱 様 
 

●●●会長の時間 友野政彦会長 

今日は私が事業を通じて知り得た情報で皆様に知っ

ておいて頂きたい事を中心にお話しさせていただきま

す。ご存知の方も多いかと思いますが私の事業は介護

保険施設の運営を中心とした事業です。人は誰しも加

齢とともに疾病の発生率は高まり、認知症の割合も増

加します。まず重要なのは｢介護予防｣です。市内の 9

地域に設置された地域包括支援センターが様々な介護

予防事業に取り組んでいます。各個人の生活改善によ

り健康寿命を延ばすことは可能です。先進国において

死因として多くを占めるのは不慮の事故を除けば癌・

心疾患・脳血管系疾患です。このうち軽減できるリス

クをいかに減らすかということです。次に要介護状態

に至ったとしても、できる限りにおいて住み慣れた自

宅でお過ごしいただこうというのが介護保険の基本的

な考え方です。在宅サービスを上手に利用して自宅で

過ごせる時間を最大限伸ばすべきであるという事です。

在宅サービスとは通所系(通所介護・通所リハビリテー

ション）、訪問系(訪問看護・訪問介護・訪問リハビリ・

訪問入浴介護）、福祉用具貸与、住宅改修等で、利用者

の希望を踏まえてこれらのサービスを組み合わせたプ

ランを作成するのが、所謂ケアマネージャーの仕事で

す。費用は在宅サービスを利用する限りにおいては

精々5～6万程度ですが、現在の日本では本当に重度の

方が在宅でお過ごしになるのは、一定の条件下にない

と難しいのが現状です（厚労省の思惑とは裏腹に）。ま

ずは家庭の介護力。複数のご家族が交互に要介護者を

見て差し上げるような環境でないと長期の在宅介護は

困難です。次に住宅の構造(バリアフリー・手すりの設

置など）とスペースです。寝たきりの高齢者と家族が

長期間同居して介護するのですから、ある程度の部屋

数はなくてはならないでしょう。その他では係わって

下さるボランティアさんの有無や地域医療の充実の度

合いなども影響します。これらの理由から重度化する

と施設を利用せざるを得ない場合が多いのが現実です。

介護保険施設の場合特養で月当たり 8万程度、老健で

10 万強、個室利用だと約 20 万位です。有料老人ホー

ム(個室）では非常に幅がありますが平均的には入所時

500万・月々25万といったところです。 

最後に厚労省は介護保険施設に今後終末期ケアへの

取り組みを促しています。医療費の 3割は延命治療に

充てられている現状があり、回復の可能性が殆ど無い

にも拘らず数か月場合によっては数年永らえることが

果たして本人の望むところなのか、自然な形での最期

を望んでいる場合が多いのではないかという理由です。

今後はどの様な週末を迎えるのかを我々自身が選ぶ時

代だと思います。 

 

●幹事報告 西山祐三幹事 

先週の例会後臨時理事会を開催し例会場スローガン

用看板作製を承認。費用は入間南ＲＣと折半。 

●委員長報告 

ロータリー情報委員会 山岸義弘委員長 

米山の現役奨学生が外国人による日本語弁論大会で

最優秀を受賞し、大会の模様が 7/12の 15時からＥテ

レで放送されます。ご覧になって下さい。 

親睦委員会 大野賢次委員 

最終例会は点鐘 6時 30分からです。詳細は事務局よ

りＦＡＸいたします。宜しくお願いします。 

次年度会員増強委員会 晝間和弘委員長 

次年度、第一回ロータリー会員増強セミナーに加藤

次期会長と行って参りました。詳細は次年度になりま

したら纏めてご報告いたします。 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 滝沢文夫ＳＡＡ 

豊田義継君～娘の嫁ぎ先の父親が次年度のガバナーを

務める事になりました 大分県行かれた折には大分臨

海クラブへお立ち寄りください。木下登君～6/17入間

ＲＣゴルフコンペで優勝しました。細淵克則君、宮寺

成人君、西山祐三君、晝間和弘君～写真有難うござい

ます。加藤国夫君～先日 17日に日輪の写真を写すこと

ができ幸先が良い事と信じます。 

本日\11,000 累計\910,200 
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滝沢文夫ＳＡＡ挨拶 

１年間 SAAを務めさせていただ

きましたが、至らない SAAで申し訳

ありませんでした。まず、当初に平

岡達也会員よりご指摘をいただきま

した。会場監督と記すべきを現場監

督としてしまい的確なご指摘で大きな

失態をせずに済みました。 

SAAは11時集合ですが、何回か遅刻しました。１度

はヤンキースの田中投手が完封するかどうかの日でテ

レビが気になり遅れました。又、当番の会員が私より

早く来られてお世話にもなりました。 

嬉しかった事は開会前にはいつも皆様に携帯電話の

ご配慮をお願いしてきましたが、皆様が応じて下さっ

た事です。先輩諸氏の皆様が、SAA の指示に素直に従

ってくだされた事に感謝致します。只、携帯をマナー

モードから元に戻すことをアナウンスしなかったので、

電話が掛かってきている事に気づかないこともあった

様で、今一つの配慮が足りなかったと反省致します。 

又、ニコニコボックスの１年間の目標には届かなか

った様で、これは少し残念でした。又、ニコニコに最

も貢献されたのは、なんといっても加藤エレクトの写

真でした。次年度も色々な嬉しいこと、楽しかったこ

とでニコニコボックスが賑わうと良いですね！ 

最後に食事の事ですが、いつもいつも飢餓ランチの

様になり申し訳ありませんでした。次年度の SAAに期

待して下さい。１年間本当にありがとうございました。 

西山祐三幹事挨拶 

１年間幹事という大役を仰せつ

かり皆様方には大変お世話になり

有難うございました。昨年４月地

区協議会が開催され、当時の中井

ガバナーの方針により出来うる限り

簡素化する方針とのことで、友野会長、

粕谷クラブ奉仕委員長、荒井職業奉仕委員長と私が参

加してまいりました。従来の部門別セミナーは行われ

ず知識が得られませんでした。例年であれば、会長幹

事会は年６回程開催されますが、今年度は半分で、IM

も行われず、例年と異なる年度であったと思われます。

地区大会において、松本 RI会長代理ご夫妻の歓迎晩餐

会への出席が出来ず個人としては残念でありました。 

幹事は会長の女房役という役回りですが、出来の悪

い女房で会長にはご迷惑をお掛けいたしました。又、

滝沢SAAにもご協力頂き有難うございました。幹事の

役割は他にも色々ありますが、事務局の奥田さんに殆

どやって頂き、事務局に適時伺い支払、報告等確認を

しました。１年間、暖かいご支援とご協力を賜り誠に

有難うございました。 

 

＜出席報告＞ 木下登出席委員長 

事前欠席連絡 4名 

 
友野政彦会長挨拶 

会長就任するに当たっては、会

長エレクトである間にＰＥＴＳ

(会長エレクト研修セミナー)及び

地区協議会に必ず出席しなければ

なりません。しかしこの年度はそ

の前に２度ほど会合がありました。

一昨年 12 月に所沢において中井ガバナーエレクトと

各クラブ会長エレクトとの話し合いが、昨年２月初旬

には川越に会長エレクトが集まってガバナーエレクト

への対応を話し合いました。前途多難が予想され、と

ても不安でした。その後のＰＥＴＳも地区協議会も平

日に半日開催でした。特に地区協は分科会が無く、出

席者も｢会長・幹事プラス２～３名の委員長」との御達

しであったので例年とは随分異なる内容でした。 

年度当初には、規定審議会に採択された内容に沿っ

て定款・細則を変更する仕事がありました。これには

齋藤会員・平岡会員・石川会員という大先輩の協力を

得て、西山幹事・吉永直前会長・加藤エレクトととも

に改訂を行いました。皆様のご協力に改めて感謝いた

します。またガバナーは公式訪問に関してはＩＭ形式

(各グループごと一括)を望んでいましたが、理事会に

おいて当クラブは単独での公式訪問をお願いすること

を決定しました。しかしガバナーからの希望で、各委

員長が年度計画を述べるのではなくテーマを定めて意

見交換をする形にしました。神経を使ったのはこのく

らいで、その他は親睦旅行を初め各行事は委員長さん

のおかげで順調に楽しく進みました。そして何よりも

後藤会員の入会を嬉しく思っております。 

何とか一年間務めることができたのは、西山幹事を

はじめとする皆様方の協力に御礼申し上げます。本当

に一年間ありがとうございました。 
 

■地区米山奨学委員会 忽滑谷明委員長 

地区の米山記念奨学部門の年間事

業としては、4 月の新奨学生オリエ

ンテーションに始まり、地区の役員

にお手伝いして頂き、日本の文化を

学んでもらい、それを国に持ち帰り、

国際平和に貢献して貰いたいという

願いを込めて事業をしております。 

来年は部門委員長を仰せつかっています。又、石川

パストガバナーにも地区の評議委員を四年間やって頂

いておりますので、いつもより少し多めに寄付をお願

いいたします。時期が来ましたら木下会員とお願いに

上がりますのでご協力よろしくお願いいたします。 
 

■回覧、配布物 

① 学友会ニュース 2014年 6月号 

② ハイライトよねやま 171 

③ 次年度坂本ガバナーから公式訪問時のお願い 

④ 7/31新旧役員慰労激励会出欠表(魚いち) 

⑤ 6/26友野年度最終例会出欠表 

⑥ 他クラブ週報 ⑦週報47号 

会員数 出席数 出席率 前回修正率 

40名 30名 76.9％ 76.9% 

会報委員会（関谷・平岡・忽滑谷） 

■■会長・幹事・ＳＡＡ挨拶■■ 

会報委員会（関谷・平岡・忽滑谷） 
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第４9 ２８１9回例会 ２０１４年 6月 26日（木） 

 

 

＜ビジター・ゲスト＞ 

米山記念奨学生 アリカム･アキラム様 

元米山記念奨学生  スヘバートル･ジャウフラント様 

友野会長から加藤会長へ・ 

西山幹事から滝沢幹事へ 

最初の乾杯前に齋藤金作会員より｢黒茶

屋」の紹介がありました。 

黑茶屋は落語家三遊亭歌笑さんのご実家で、

前身である製糸工場に生まれる。落語家とな

ってからの人気ぶりは凄まじいものがあり、

昭和 23 年頃から落語家としては初めて浅草

国際劇場、日劇に出演し一世を風靡する。 
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会報委員会（関谷・平岡・忽滑谷） 

＜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～一年間

大変お世話になり、ありがとうございました。 

本日\10,000 累計\920,200 

 

鮎をはじめ季節の料理と美味しいお酒、そして

仲間との歓談で愉しい一時を過ごしました。 
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