
1 

 

 

＜ビジター・ゲスト＞ 

第２５７０地区第３グループ ガバナー補佐

入間南ロータリークラブ 吉田 譲二 様 

 

★☆★会長の時間 粕谷康彦会長 

本日は吉田譲二ガバナー補佐をお迎えして、

来週のガバナー訪問に備えての卓話を戴ける

ことを、楽しみにしております。 

７月 10 日夏の交通事故防止運動の出陣式

が、稲荷山公園内で行われる予定でしたが、

前日の雨で会場が使用不能になった為中止と

なりました。 

同じ日の午後６時より、2015～16年度国際

ロータリー第 2570 地区第３グループの第１

回会長幹事会が、ガバナー補佐の吉田譲二様

の出席のもと開催されました。 

＊ガバナー公式訪問,およびガバナー補佐 

訪問の内容等について 

＊ＩＭ開催について 

＊会長幹事会の開催について 

＊その他連絡事項等 

７月 11 日嵐山にて米山記念奨学部門セミ

ナーに宮寺さん、田中カウンセラー、チャン

さんと共に出席させていただきました。高柳

ガバナーはフェイスブックを作ったそうです。

新しく米山奨学生になって３ケ月が立ちまし

た。思いやりの心、助け合いの心、人の役に

立つ人になってもらいたいと奨学生達を激励

しました。又奨学生達は８月 14日，秩父音頭

のお祭りに参加するのを楽しみにしていると

話していました。米山記念事業は、50年以上

の歴史を持つ事業で、外国からの奨学生を受

け入れています。その目的は国際理解と親善

であります。以前 800人いた奨学生は、現在

720 人と減ってきております。年間の事業費

は膨大で会員の皆様の理解と協力で、寄付の 

 

増進を図っていただきたいとのことでした。 

前年度年間一人の平均寄付額が 12,700 円で

したが、今年度は 15,000円の目標を掲げてお

ります。ぜひ大勢の方のご協力をお願いいた 

します。最後に 14名の奨学生達の３分間スピ

ーチがありました。皆さんは日本に来て間も

ないのに,流ちょうな日本語で発表されてお

り、感心させられました。入間ロータリーク

ラブのベトナム人のチャンさんのスピーチは、

会に貢献して将来は日本とベトナムとの友好

の懸け橋になりたいと、話していました。 

７月 14日平成 27年度第一回地域交流研修

会が産業文化センターでおこなわれました。

齋藤栄作会員の地域交流研修会の成り立ちに

ついての説明がありました。続いて西沢教育

長の小中一貫教育のはなしがありそのあと、

各学校区に分かれて子供たちのための意見交

換が行われました。 

 

★幹事報告 忽滑谷明幹事 

1. 本日 11 時より吉田譲二ガバナー補佐に、

年度計画書ほかクラブ書類等の点検をし

ていただきました。特に、指摘事項はござ

いませんでした。 

2. 米山記念奨学会より、７月１７日に世話ク

ラブ補助金￥40,000 が入金されます 

3. 地区よりＲＬＩセミナーの案内 

（９月より４回） 

〈お願い事項〉 

① 次週７月２３日（木）のガバナー公式訪問

は、集合時間１０時３０分、クラブブレザ

ー、タイの着用をお願いいたします。 

② ガバナー公式訪問時の第３回クラブ協議

会について、配布資料の通りＲＬＩ方式を

採用し行いますのでご協力をお願いいた

します。 
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★委員長報告 
会員選考委員会 石川嘉彦委員長 

会員選考委員会の委員の方々は、打ち合わ

せをさせて頂きたく、例会後お集まり下さい。 

 

会員増強委員会 齋藤栄作委員長 

皆様にお願いがあります。8 月 6 日に担当

例会を頂いておりますが、その時に会員増強

について皆さんとお話をする例会にしたいと

思っています。 

「一緒に仲間になってもらってロータリー

クラブを共に遣っていける人を増強しよう」

をテーマに皆さんと話し合いをしたいと思い

ますので、こぞって例会の出席をお願いいた

します。 

 

ロータリー美術館 繁田光館長 

来週のガバナー公式訪問の件で皆様のとこ

ろに FAX が流れている事と思いますが、例

年の如くロータリー美術館への美術品等の出

品にご協力をお願い致します。又、展示には

人手が要りますので、皆様に集まっていただ

きたく、設置・片付け等もご協力お願い致し

ます。ありがとうございました。 

 

職業分類表について 齋藤金作会員 

職業分類委員会は日頃より職業分類表の未

充填職業をピックアップし、会員にオープン

にし、その職業の中から優先して会員の方々

は推薦していけば会員増強に繋がっていくの

ではないでしょうか。会員選考委員会とも連

携して、理事会での会員推薦承認まで持って

いければと考えます。 

 

＜出席報告＞ 馬路宏樹委員長 

会員数 出席数 出席率 前回修正率 

40名 25名 67.6％ 91.9% 

事前欠席連絡 6名 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 晝間和弘ＳＡＡ 

粕谷康彦君、忽滑谷明君、加藤国夫君、山岸

義弘君、滝沢文夫君、後藤賢治君、晝間和弘

君～ＲＩ2570 地区第３グループガバナー補

佐 吉田譲二様ようこそお出で下さいました。

本日は卓話宜しくお願い致します。西山祐三

君～吉田ガバナー補佐ようこそ 今週ドコモ

ショップ入間インター店敷地内に事務所を移

転致しました。馬路宏樹君～早退いたします。 

本日\9,000 累計\84,000 

2015～2016年度 

 国際ロータリー第 2570地区役員委嘱状 
青少年奉仕部門担当諮問委員 

地区記念誌委員会 副委員長 石川嘉彦会員 

ロータリー米山奨学記念奨学部門 委員長 

危機管理委員会 委員 忽滑谷明会員 

クラブ奉仕部門 会員増強委員会 

委員長 水村雅啓会員 

ロータリー財団部門 地区資金管理委員会 

委員長 細淵克則会員 

社会奉仕部門 地域社会奉仕委員会 

委員長 齋藤栄作会員 

社会奉仕部門 ブライダル委員会 副委員長 

地域記念誌委員会 委員 吉永章子会員 

クラブ奉仕部門 会員増強委員会 委員 

 友野政彦会員 

社会奉仕部門 地域社会奉仕委員会 委員 

 木下登会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 水村雅啓会員 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  友野政彦会員      齋藤栄作会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 吉永章子会員 

役員委嘱状を、もう既にに受け取られた

方々もおられます。本日の例会で会長よ

り受け取られた会員の皆さんです。 
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本年度ガバナー補佐を務めさせて頂きます、吉田讓二です。 

補佐訪問初回という事もありますが緊張しております。 

第 3グループでは、もっとも伝統と歴史あるクラブの諸先輩方 

の前で補佐として何をどう話せばいいのかと原稿を作りながら 

困ってしまいました。 

最初に個人的な事ですが、補佐の件でお礼をさせて頂きます。 

大変ご心配をおかけし色々とお世話になり助けて頂いたパスト 

ガバナーの石川様、ありがとうございました。そして平岡達也 

様にもご相談にのって頂き、良きアドバイスを頂戴しお蔭で精 

神的に楽にさせて貰いました。平岡さんに関しては、齊藤栄作 

君に愚痴に近い話を聞いてもらった際｢達也さんに相談してみた 

ら｣とのアドバイスのお蔭です。皆様に心より感謝申し上げます。 

それでは、方針から述べさせて頂きます。 

K.R.ラビンドラン RI会長は、RIのテーマとして「世界へのプレゼントになろう」を掲げられま

した。第 2570地区高柳育行ガバナー氏は、「ロータリーの心を実践しよう」を地区テーマとして

おられます。高柳ガバナーの意とするところを各クラブへお伝えし、各クラブからの現況、要望

を高柳ガバナーにお伝えします。また RI、地区の各部門の方針などをクラブへ伝達し、地区と

の情報伝達がスムーズな環境をサポートすることで各クラブが効果的で円滑な活動が実施され、

クラブ間の親睦の増進、一人一人のロータリアンが RI テーマ、地区テーマを実践できてロータ

リーの理解が深まり、クラブの活性化に繋がるお役にたてます様に願っております。一人一人の

ロータリアンと各クラブにとって高柳年度が素晴らしく飛躍する年度になりますように皆様の

ご協力をお願い申し上げます。 

本日私は入間ＲＣを訪問させて頂き、例会の前に会長、幹事さんを前にして各種書類の点検を

させて頂きました。帳簿類は事務局さんのきちんとしたお仕事により、整備されており楽に点検

できました。内容は正確で素晴らしいです。年度計画書では、粕谷会長の方針の中で「重点目標

としては、友情と思いやりが大切な親睦活動と退会防止、会員増強が重要であると思います」と

あり目標は、粕谷会長の人柄、クラブのカラーによるものなのかと感じました。入間クラブの雰

囲気というか空気は、私にはいつも心地よい印象です。炉辺会合については頻繁に行なわれてい

るのでしょうか・・・ロータリーは、炉辺で親睦が深まりそれがロータリーの活性化に繋がるか

ら炉辺が大事だと、ある先輩がよく仰っています。基本的に炉辺は誰もが楽しいと感じて過ごす

時間を共有する事なので、そこで友情、思いやりが芽生え、退会防止、会員増強にも炉辺は重要

な役目を果たすと思います。特に新しい会員は、炉辺次第で例会の出席、ロータリーが続くかど

うかに関係してくると思います。 

前任の沼崎さんは、ロータリーは楽しくなければと仰っておられました。誰しも楽しくなけれ

ば、どんな事でも続けていくのは辛い事ですよね。新しい会員に関して、皆さん基本的に優秀な

人たちなので早い頃からクラブの役をやってもらえばクラブの活性化にもなるし、ロータリーが

楽しくなれば誰かを誘ってくれ手会員増強にも繋がり、楽しければ退会防止になります。 

次に IMですが来年の 2月 27日土曜日入間市内で開催になります。詳細については、未定です

が実行委員会を立ち上げるむねを発表しました。既に場所については、交渉中で 8月初旬には結

果がでる予定で内容についても、案はありますので近々交渉を始める予定です。 

公式訪問に関しては、昨年同様に RLI方式を高柳ガバナーは希望しております。入間クラブさ

んの場合は、何の問題もありませんので以上です。 

地区大会に関してですが、会場は本庄カインズホームの本社です。映像と音響の設備が素晴ら

しいとの事です。先日、補佐会合の席で高柳ガバナーは会場を生かして映像と音響効果の演出で

感動する事をやりたいので何か良い案があれば提案して欲しいと希望されました。来年まで補佐

訪問として何度かクラブを訪問させて頂きますのでよろしくお願い致します。 

ありがとうございました。 

 

 

 

 

■■■ 講 師 卓 話 ■■■ 

第２５７０地区第３グループ ガバナー補佐 入間南ロータリークラブ 吉田 譲二 様 
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RI2570 地区 7・８月の粕谷会長スケジュール 2015～2016 年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■回覧、配布物 

① 高柳育行ガバナー訪問時のクラブ協議会

について 

② ガバナー公式訪問日程表 

③ 2014-16年度 RI2570地区第３グループ 

会長幹事会会計報告 

④ コーディネーターニュース 8月号 

⑤ ロータリー情報研究会発行冊子申込み 

⑥ RLIセミナーのご案内 

⑦ 吹上ＲＣ鈴木秀憲地区研修リーダーより

お知らせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ 大宮ＲＣ創立 60周年のご挨拶 

⑨ ハイライトよねやま 184 

⑩ バギオ便り Vol．４９ 

⑪ 第 14回ロータリー全国囲碁大会のご案内 

⑫ 7/23 ガバナー公式訪問出欠表 

⑬ 7/30新旧役員慰労激励会出欠表 

⑭ 他クラブ週報＆例会変更のお知らせ 

⑮ 入間ＲＣ週報 2号 

2015年 7月 2015年 8月 

日 曜 事業などの内容 日 曜 事業などの内容 

7 火 入間南ＲＣへ会長、幹事で表敬訪問   ―――未定――― 

10 金 第３グループ会長幹事会    

11 土 米山記念奨学部門セミナー    

14 火 地域交流研修会  

19 日 第 50回入間市少年野球夏季大会 

28 火 入間基地納涼祭 

   

少年野球大会への優勝旗贈呈 

7月 19日(日)9時より、中央公園野球場で開催された入間市少年野球連盟の 50周年を記念し

た夏季野球大会に、粕谷会長、関谷クラブ奉仕委員長、滝沢社会奉仕委員長、新井財団委員長の

4名が出席して、新しい優勝旗を連盟に贈呈しました。この優勝旗は、地区補助金を活用して購

入した 3代目の優勝旗にあたりますが、初代、2代目の優勝旗も当クラブが寄贈したものです。 

50周年を記念する大会とあって、人文字の航空写真の撮影、始球式ボールのヘリコプターから

の投下など様々な催しが行われました。始球式では、ヘリコプターから投下されたボールをピッ

チャー田中市長が投げ、バッター関谷委員長が迎え打つという一幕もありました。選手、関係者

に対して入間ロータリークラブをアピールすることが出来たかと思われます。 


