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＜ビジター・ゲスト＞ 

米山記念奨学生    ブィ・クィン･チャン 様 

 

★☆★会長の時間 粕谷康彦会長 

｢ロータリーグローバルリワードとは」 

７月に開始された新しいプロ

グラムで、ロータリアンは世

界中のビジネスやサービス

業者とつながり、割引や特

典を受けることができます。

ロータリーとの交渉により

参加した企業に加え、ロータリ

アン自らビジネスの参加を申し込むことも

できます。又利用ごとに参加企業が利益の一

部をロータリー財団に還元するオプション

も設けられています。ラインアップは毎月更

新され特典が追加されていく予定です。これ

は単なる顧客ロイヤルテイープログラムで

はなくビジネスと奉仕を組み合わせたプロ

グラムは、ロータリアンであること、ロータ

リーネットワークの一員であることの価値

とメリットを増す新しい方法です。これまで

20 年間私たちはロータリー会員増強を声高

に訴えてきました。目標を立てキャンペーン

を立ち上げて、会員を増やす事だけを考えて

きました。しかしロータリー全体の会員数は

依然として横ばいです。｢入会を増やし退会

を減らす為にロータリー会員であることの

価値をどう高めるか｣と問うべきなのです。

その一つの方法がロータリーグローバルリ

ワードです。 

９月 27日に国際ロータリー第 2570地区第

１回公共イメージセミナーがおこなわれまし

た。会長になってからの紫雲閣通いも回数を 

 

重ね、大分慣れてきました。高柳ガバナーの 

挨拶の中で、2570地区では会員が 280名も減

少しており 13 地区でマイナスになっている

との事でした。坂本元彦直前ガバナーによる

と、ロータリアンを育てる為の部門が出来て

ないと増強が中々進まない。会員を増やすに

は地道な努力が必要である。新しく入会した

会員に今までロータリーのことを知っていた

か、との質問に対してあまりよく知らなかっ

たという人が多数いる。ロータリーは好きで

あると同時に楽しくなければならない。ロー

タリーの素晴らしさをどう伝えていくか。ロ

ータリアンを育てていくと共に行動を起こす

ことが大事である。そしてロータリーがこん

なに素晴らしいことをやっていると言う事を

世間の人に知らせていきたい。来年 5/29～6/

１韓国のソウルで世界大会が行われます。地

理的にも近い隣国での開催ですので、できる

だけ大勢の参加を得て世の中にロータリーを

アピールする大変良い機会だと思われます。 

基調講演で「公共イメージとは」について

イメージコーディネーターの鈴木秀憲ＰＧに

より、公共イメージの向上はメディアをうま

く活用すること。我々の口コミ、チラシを考

え自分の所属する団体に知らせる。新聞折り

込み、公共機関の利用、地域的な新聞の活用、

ラジオテレビは費用が嵩むが効果は断然よい。

公益性、雑誌やイベントで取り上げロータリ

ーは色々なことを遣っていると言う事を発表

する。ロータリアンは自分自身が広告塔とな

り奉仕と親睦を図り職業の違う会員同士倫理

観を持って行動し接する。ロータリーに入会

すると何ができるか。良い人と知り合う、自

分の生業を高め、自分の住む地域に貢献する。 
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★幹事報告 忽滑谷明幹事 

第４回定例理事会 〈協議事項〉 

1.12月のプログラム承認（12/10,17移動例会）

2.万燈まつり予算 西山実行委員長説明後承認 

3.月見移動例会会計報告関谷理事説明後承認 

〈報告事項〉 

①10/1(木)入間万燈まつり実行委員会 

 西山エレクト出席予定 

②10/7(水)入間市戦没者追悼式会長出席予定

③10/19(月)第２回黒須中学校区地域交流会 

 会長出席予定 

④11/3(火)入間航空祭 会長出席予定 

⑤11/5(木)RLIパートⅡ西山エレクト出席予定 

⑥11/6(金)入間市小中一貫教育研究発表会 

 会長出席予定 

⑦11/14(木)インターアクトクラブ合同奉仕活 

 動 石川ＰＧ，後藤委員長出席予定 

⑧10月のロータリーレート１＄＝120円 

⑨クールビズは１０月末日までといたします。 

 

★委員長報告 

クラブ奉仕委員会 関谷永久委員長 

9月 26日嵐山の国立女性会館で今年度のＲ

ＬＩの地区研修会がありました、倫理、職業

奉仕についての内容でＤＬを９時から 16 時

30分まで 6単位二人で行いました各地区より

来られた幹部候補の方から建設的な意見が沢

山出て 90分が短く感じました、ＲＬＩを無事

終了でき良い経験と勉強になりました。 
 

会報雑誌委員会 山岸義弘委員 

岩崎委員長から「ロータリーの友 10月号」

の中で特に皆さんに読んでほしいページ内容

が書かれています用紙を預かって参りました

ので、本日配布いたしました。特に先ほど会

長も話されていましたが、横組み 24Ｐにソウ

ル世界大会の記事が掲載されています。14Ｐ

をさいていることからも相当力を入れている

ことがわかります。是非お読みください。 
 

プログラム委員会 木下登委員長 

11 月のプログラムは表記通りです。          。12月は

3日 入間クリーンセンター秋本所長「ゴミ軽

減対策」10日コンサート アミーゴ、出演者：

ベル・ルミエール。17 日クリスマス例会 プ

リーツドットアイ予定。24 日会員卓話 我ら

の生業 豊田義継会員となっております。尚、

本日の家庭集会出席宜しくお願い致します。 

 

社会奉仕委員会 滝沢文夫委員長 

9/26(土)嵐山国立女性教育会館に於いて行

われた社会奉仕部門セミナーに滝沢と荒井会

員とで出席してきました。 

セミナーは以前の講師の一方的な講義形式

ではなく、RLI 方式で行われました。セミナ

ーは地域社会奉仕、世界遺産推進、アイバン

クの３部門で行われ、それぞれの部門で各委

員長が DLとなり進められました。 

各部門で、参加者の自由で内容のある意見が

発表されました。又、地区で計画し其々のク

ラブで時期を合わせて実行できる事業として、

埼玉県警察交通部と連携し、交通安全運動に

協賛し、交通安全啓蒙運動として、交通安全

啓発幟旗を警察署に於いて警察署長立会いの

もと、交通安全団体に寄贈します。この時に

は社会奉仕委員会の方はもとより会長幹事を

はじめとして多くの会員の出席を求めます。 

 

米山記念奨学研修参加  田中快枝会員 

9月 27日米山日帰り研修で米山梅吉記念館

と西湖いやしの里根場に奨学生、ロータリア

ン等総勢約 40名で行きました。入間ロータリ

ーからは、忽滑谷幹事、チャンさんと３人が

参加し、米山梅吉記念館にて 米山翁の足跡を

学び翁の素晴らしさを実感しました。 

西湖いやしの里では奨学生が甲冑や着物又

は忍者の衣装に着替え、その姿は皆笑顔で充

実した一日でした。 

 

万燈まつり実行委員会 西山祐三委員長 

例年のごとく万燈まつりのチャリティーバ

ザーの品物を 10 月の 5 日～19 日までに事務

局にお持ち下さい。只、月･水･木曜日の奥田

さんが出勤している日にお願い致します。又、

万燈まつり 24日の集合時間は 11時、25日は

9 時に市川園芸さんの前にお願いします。役

割表と詳細は後日ＦＡＸ致します。 
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■■■ ■■■ 
 

《ロータリー米山奨学生として》 

米山記念奨学生   ブィ・クィン･チャン様 
 

 本日は私の国ベトナム

を皆様にご紹介させて頂

きます。 

 ベトナムはアジアの国

で、国の名前はベトナム

社会主義共和国、通称ベ

トナムは、東南アジアのインドシナ半島東部に

位置する社会主義共和制国家。首都はハノイ。

ASEAN 加盟国、通貨はドン、人口 9,250 万人。 

国土は南北に細長く、北は中国、西はラオス、

南西はカンボジアと国境を接する。東は南シナ

海に面しフィリピンと対する。  

首都： ハノイ 

人口： 8971万 (2013年) 世界銀行 

公用語： ベトナム語 通貨： ドン 

国内総生産： 1714億ドル (2013年) 世界銀行 

伝統的な服装:アオザイ 

 次に、ベトナムの観光地を北から南までをご

紹介させていただきたいと思います。 

北部の有名な観光地はサパ、ハノイ 

 
バッチャン、ハロン湾、チャンアン 

 

 中部の有名な観光地はフェ、ダナン、ホイ 

アン、ミーソン遺跡 

南部の有名な観光地はニャチャン、ダラッ

ト、ファンティエット、ホーチミン、クチト

ンネル、ミトー、ブンタウ、フーコック島。 

又、来年にも卓話の機会をいただき、お話し

させて頂きます。ありがとうございました。 

 

米山記念奨学委員会 宮寺成人委員長 

ロータリー米山記念

奨学生が帰国して仕事

の中であるいは学友会

を作り活躍しているビ

デオを観ていただきま

した。彼らのこのロー

タリーの奨学事業への

思いがその活躍する姿に表れていました。こ

れは年間に普通寄付 4,000円と特別寄付を 1

万円をだしてくださる会員のおかげです。 

ロータリー米山記念奨学会史には次のよう

な文章があります。 

「将来の日本の生きる道は平和しかない。そ

の平和日本を世界に理解させるためには、ア

ジアの国々から一人でも多くの留学生を日本

に迎え入れて、平和日本を肌で感じてもらう

しかない。それこそ、日本のロータリーに最

もふさわしい国際奉仕事業ではないだろうか」 

ファンティエット 
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≪今月のお祝い≫ 

会員誕生日 
山岸義弘君  金井祐一君 

一柳達郎君 

夫人誕生日 滝沢久美子様 繁田美香様 

結婚記念日 

関谷永久君  豊田義継君 

新井  格君  一柳達郎君 

荒井正武君  石川嘉彦君 

 

≪11月プログラム≫ 

 

＜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 

41名 28名 71.8％ 76.3% 

事前欠席連絡 4名 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 晝間和弘ＳＡＡ 

忽滑谷明君～チャン頑張って！ 

田中快枝君～チャンさん本日の卓話宜しくお

願いします。楽しみにしています。 

繁田光君～晝間ＳＡＡ三か月ご苦労様。 

晝間和弘君～関根会員、馬路会員例会場設営

ありがとうございます。万燈まつり24日18時

頃より公園ほとりで演奏しますので、ぜひ見

に来てください。 

本日\43,000 累計\262,000 

 

■回覧、配布物 

① ガバナー月信 10月号 

② ロータリーの友 10月号 

③ 米山記念奨学会 2014年度決算報告・ 

事業報告 

④ 2018-19年度ガバナー推薦の指名委員会の

委員について 

⑤ ロータリー米山記念奨学事業豆辞典 

⑥ 万燈まつり予算書 

⑦ 10/20第 2回Ｒ情報委員会研修会出欠表 

⑧ 10/8,9秋の飛騨高山祭出欠表 

⑨ 10/15入間南ＲＣとの合同例会出欠表 

⑩ 10/29万燈まつり慰労夜間例会出欠表 

⑪ 本日の会報雑誌委員長報告資料 

⑫ 入間ＲＣ週報 12号 

 

 

 

 内 容 

5日 講師卓話 狭山警察署長藤井孝雄様 

12日 
会員卓話 一柳会員、金井会員 

イニシエイションスピーチ 

19日 
講師卓話  

埼玉県西部消防局入間消防署長 

26日 
講師卓話 

西澤教育長講和 

2015年 10月 2015年 11月 

日 曜 事業などの内容 日 曜 事業などの内容 

1 木 入間万燈まつり実行委員会 3 火 入間航空祭 

7 水 入間市戦没追悼式 5 木 ＲＬＩパートⅡ 

19 月 黒須中学校区地域交流会 6 金 入間市小中一貫教員研究発表会 

    

   

   

   

RI2570 地区１０・１１月の粕谷会長スケジュール 2015～2016 年

度 


