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★☆★会長の時間 粕谷康彦会長 

３月２６日（土）～２７日（日）地区大会 

３月２６日本庄市にある

埼玉グランドホテル本庄に

於いて、本会議が大勢のロ

ータリアンが参加して執り

行われました。高柳ガバナ

ー点鐘挨拶、RI 会長代理高

野孫左衛門様の挨拶、来賓としてミャンマー

大使トウレインタンジン氏が出席されました。

ミャンマー大使は、国際ロータリー会は、ミャ

ンマーの寺子屋で学んでいる子供たちの各方

面の社会福祉発展のため、学校で使用する文

房具の寄付を、大使館を通じて行ってくださ

ったことに感謝の意を伝えていました。地区

指導者育成セミナーでは、酒井大岳師の講演

で、金子みすずの詩より「与えて生きる喜び」

明日への楽しみを持つ人々のために尽くす。

金子みすずの寄金によりネパールの小学校を

２校造りましたが、あの大地震でもびくとも

せず現在も残っているそうです。 

入間 RC会員の齋藤福太郎さんが在籍５０年、

９０歳以上の正会員表彰で高柳ガバナーから

表彰状をいただきました。在籍５０年超が４

名、９０歳以上の正会員表彰が１３名でした。

齋藤会員がここまで丈夫で来られたことは、

大変感激し、うれしく思いました。その後 RI

会長代理ご夫妻歓迎晩餐会が１８時より開催

され、ソプラノ歌手坂上賀奈子夫妻の実演が

あり大変盛り上がりました。又地区大会記念

チャリティーゴルフコンペの表彰式が行われ、

団体戦では優勝本庄 RC、準優勝川越中央 RCに

次いで３位入間 RCが入賞しました。メンバー

は忽滑谷会員、西山会員、宮崎会員、晝間会員

の４名でした。おめでとうございます。 

３月 27日（日）２日目は会場をカインズホー

ルに移して行われました。埼玉県知事、本庄市 

 

長、本庄商工会議所会頭の祝辞、式典の後、現

地報告で「今、パレスチナのこどもたちは」日

本国際ボランティアセンターパレスチナ現地

調整員、ロータリー世界平和フェロー第８期

生の金子由佳さんによる発表がありました。 

ガサ地区ヨルダン川西岸地区は、ハマスの

勝利により逃げ場を失い、子供たちの被害が

多くみられ不発弾がたくさんある。失業率の

増加、自殺者が多く、子供たちの精神的ケアが

必要である。ロータリーグローバル補助金で

子供たちの栄養失調を防ぐ努力をしています。

パレスチナの人々へのご支援をほんとうに感

謝しています。と締めくくりました。 

地区大会の目的は、親睦と講演、参加ロータ

リアンに誇りと感激を与えることにあり、ロ

ータリーは素敵だ、ロータリアンで良かった。

と思われれば成功したことになるでしょう。 

 

齋藤福太郎会員在籍 50年、90歳以上の表彰 

地区大会にて、川越の今西さんとご一緒に

代表として表彰を頂き大変感激いたしました。 

昭和 40年 7月 1日に入会、90歳となりロー

タリー歴も 50年を過ぎました。今後ともご厚

誼を賜りますよう心からお願い申し上げ、感

謝の言葉とします。ありがとうございました。 
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■■■第４回クラブ協議会（小委員長報告）■■■  

 

■職業分類委員会 山岸義弘委員長 

本年度は３名の入会候補者がいましたので、

その都度委員会を開催いたしました。 

7 月の金井祐一会員は中分類調剤薬局を新設

して対応、10 月白幡英悟会員は既存の司法書

士、２月吉岡信人会員も既存の法律事務所と

して対応いたしました。地域社会の職業分類

調査を行い。職業分類の原則を適用し充填未

充填職業分類表を作成する作業は、他クラブ

のものも取り寄せ参考にしながら数回の委員

会を開催いたしまいたが、職業分類表を変更

するまでの結論には到りませんでした。会員

増強のためにも今後の大きな課題とし認識し

ています。 

 
■会員選考委員会 石川嘉彦委員長 

この委員会は手続き要覧にあるように、会

員増強委員会より申請のあった入会候補者に

ついて職業的、社会的に有能でロータリーを

理解し一親睦と友情を深めると共に、協調性

を持っているかについて検討する委員会です。

幸いなことに本年度は 3 名の入会候補者につ

きまして検討を行うことが出来ました。どの

候補者も全て適格で素晴しい方々であること

を認め、理事会へ推薦いたしました 

 

■会員増強委員会 大野賢次委員 

年度目標を純増 2 名とし活動して参りまし

たが 8 月には金井君、11 月には白幡君、又、

3 月には吉岡君という 3 名の入会が決まりま

した。会員皆さまのご協力のおかげで目標を

達成することができました。残りはあと、数ヶ

月ですが、活動計画に掲げたとおり、女性会員

の入会に努力したいと思います。会員皆さま

のご協力をお願いいたします。 

 

■ロータリー情報委員会 吉永章子委員長 

メンバーは友野会員、加藤会員との３年３

人委員会です。 

年度計画書にお示ししましたように新会員、

又経験豊富な方々にロータリアンとして必要

な情報を５回のオリエンテーションにて又、

例会において提供してまいりました。 

 

 

 

 

残すところは第３グループのフレッシュロ

ータリアン研修セミナーです。５月２１日（土） 

に狭山市勤労福祉センターにおいて開催予定

です。ご都合をつけて是非ご参加下さい。一年

間、ご出席ご協力ありがとうございました。 

 

■出席委員会 馬路宏樹委員長 

出席委員会の委員長の馬路です。出席委員

会は毎例会出席において出席の状況を報告し

ていますが、委員長が欠席の場合、他の委員が

代理で報告や出欠の確認を行います。また、各

会員のメーキャップを用紙やメールなどによ

って報告を受け、３ヶ月ごとの出欠表にして

配布しています。 

新会員を対象とした合同メーキャップも新

狭山ロータリークラブのご案内により、２回

実施する事が出来ました。少しは他のクラブ

の雰囲気に触れる事が出来たのではないかと

思います。 

残すところ３ヶ月となり、各会員が出席率

100％達成出来る様にサポートして参ります。 

 

■会報・雑誌委員会 岩崎茂委員長 

毎週の発行の責任が課せられている当委員

会では、紙面を飾る写真・記事の収集が大切な

役目ですが、掲載記事については、粕谷会長・

忽滑谷幹事をはじめそれぞれの発表者・登壇

者の皆さんがスピーチの原稿をまじめに古川

さんあて送信して頂いております。毎週充実

した週報の発行がされていることを、関係者

の皆さんに感謝を申し上げます。 

毎月の「ロータリーの友」の読後発表につい

ては、３人の委員会スタッフの皆さんのご協

力を得て、各月に穴をあけることなく９ヶ月

を終了することができましたことに感謝をし

ています。 

また写真撮影では、写真名人の加藤直前会長

のご協力により、毎週素晴らしい写真を載せ

させて頂いております。 

粕谷年度の残り３ヶ月、心を引き締め務め

させて頂きますので引き続き皆さんのご協力

をよろしくお願いいたします。 
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■親睦活動委員会 細淵克則委員長 

親睦はクラブ運営の中でも重要は位置に有

ると思います。クラブが結束する為には、まず

委員会から活性化しなければなりません。月

一回の家庭集会を開き、委員の親睦を図ると

共に運営のアイデアを話合いました。方針と

して家族の皆様にロ－タリ－を愛して貰う為

に今年一年活動する事としました。 

7月 30日新旧慰労会を魚市で開催しました。  

9 月 10 日お月見例会を浅草橋、屋形船・三浦

屋で行いました。前日の豪雨で運行が心配で

したが、無事に終了しました。小さな子供達も

参加し、カラオケ等で船中やバス中まで大変

盛り上った例会になりました。 

10月 8、9日会員旅行で天竜川の川下り・水引

き美術館・長良川鵜飼い、翌日は飛騨高山祭と

盛り沢山の企画をしました。当日は 2 日間と

も快晴に恵まれ重要文化財の山車も 10数台陳

列され、大変見応えの有る風景でした。  

10月 15日南ＲＣとの合同例会では、趣を変え

6人のダンサ－による、ベリ－ダンス鑑賞会を

企画しました。 

10月 29日万燈祭の反省会をナポリのかまど 

12月 11日プリ－ツ・ドット・アイにてクリス

マス例会。83 名の参加が有りました。初めて

の企画として大抽選会を行いました。参加者

全員に商品と女性にはロクシタン、男性には

コシヒカリのお米を持って帰って頂きました。 

中・小学生は無料、高校生は 2000円、家族も

5000 円として参加し易い金額設定にしました。

1月 28日武蔵クラブで新年会。  

6 月 30 日八王子 鶯啼庵にて粕谷年度の最終

例会を行います。まだ最後の事業も有ります

が、ここまでのご協力に会員の皆様、特に親睦

委員会の委員の皆様には感謝を申し上げます。  

 

■プログラム委員会 木下登委員長 

今年度の重点目標「友情と思いやり」を基本

に親睦の図れる会員の皆様が、出席したい例

会を企画しています。 

３月までのプログラムは、皆様のご協力を

頂き、幅広いジャンルの卓話を企画すること

ができました。４月以降主な卓話は、4/7谷戸

祥之氏の健康卓話、5/19 の入間わかくさ高等

特別支援学校校長山口伸一郎校長の卓話、6/9

は大変忙しい大塚卓氏の会員卓話等、毎回会

員の皆様が、出席したくなるようなプログラ

ムを用意しています。 

今年は毎月プログラム委員会・親睦活動委

員会合同の家庭集会も行っており、委員会メ

ンバーとの親睦も図れております。ラスト３

か月です。全力で魅力と感動のあるプログラ

ムを企画していますので、出席率の高い例会

を宜しくお願いします。 

 

■広報委員会 友野政彦委員長 

広報活動につきまして、現段階で手ごたえ

を感じますのは社会奉仕活動を通じた行政へ

のＰＲです。本年度であれば発達障害児のた

めの教材の寄贈ですが、過去の防犯灯や防犯

カメラの設置など、実績も行政も評価してく

れていることを実感しています。今後とも出

来れば増強にまでつながる広報活動を模索し

てまいります。 

 

■ロータリー美術館 繁田光館長 

ロータリー美術館では、７月のガバナー訪

問、１月の市長年頭所感の例会にあわせ、会員

所有の美術品を展示しました。 

また、３月には美術館旅行で、山梨の韮崎大村

美術館を訪問しました。 

 

■健康管理委員会 大野賢次委員長 

活動計画に基づいて、昨年 11 月 19 日にイ

ンフルエンザの予防接種を家族の方々にも呼

びかけて実施いたしました。 

先端医療の分野では来る 4 月 7 日に村山医

療センター整形外科部長の谷戸佳之先生を卓

話講師にお迎えし｢脊柱管狭窄症｣のテーマで

講演をいただきます。又、時間が取れたら、簡

単にできる健康体操の紹介もしてみたいです。 

 

■米山記念奨学委員会 宮寺成人委員長 

当委員会は、例会を昨年 10月と今年 2月に

担当しました。昨年は奨学生のチャンさんの

母国ベトナムの紹介と、私の学友会のビデオ

の紹介でした。今年は奨学生として日本で生

活しての感想と、私の米山記念奨学会の活動

状況の説明でした。事前に家庭集会を開いて

準備を行ったつもりでしたが、例会当日チャ

ンさんがパソコン持参してプロジェクターを

使うことになり繁田会員に調整してもらいや

っとできました。家庭集会にチャンさんも参

加すればと反省しました。 

また米山の特別寄付をお願いしたところ全

員から 45万円も頂き感謝しております。 
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★幹事報告 忽滑谷明幹事 

＜報告事項＞ 

1. ４月のロータリーレートは１ドル＝116円 

＜お願い事項＞ 

① 交通安全登旗の申込している会員は来週

月曜日までに事務局事務所まで受け取り

に行って下さい。また警察に寄付する会員

は事務局までご連絡をお願いいたします。 

 

西山祐三エレクト 

昨年の入間万燈まつりの際にお見えにな

り、ご挨拶したフィリッピンのセブ島出身で

いらっしゃる鳥

居ジョセフさん

が、先日私の会

社に来られて、

バナーの交換を

いたしました。 

これから何か

のご縁で繋がり

が有るようでし

たら、またご報

告いたします。 

 

＜出席報告＞ 馬路宏樹委員長 

事前欠席連絡 6名 

 

 

 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 晝間和弘ＳＡＡ 

齊藤福太郎君～地区大会にて在籍５０年の表

彰９０歳の実績表彰をいただきました。 

粕谷康彦君～細淵さん、木下さん地区大会で

は車で送っていただき誠に有難うございまし

た。感謝いたします。 

摂田順一君～木下さん地区大会の折には大変

お世話になり、ありがとうございました。 

忽滑谷明君～地区大会チャリティーゴルフで

入間ＲＣがＢチーム団体戦３位となりました。 

西山祐三君～齊藤福太郎会員、在籍50年の表

彰おめでとうございます。 

晝間和弘君～地区ゴルフ大会で私が足を引っ

張ったにも拘らず団体３位を頂きました。 

関根靖郎君、友野政彦君、吉沢誠十君～早退い

たします。    \18,000 累計\682,869 

 

■回覧覧、配布物 

① ＲＩＪＯ-ＦＡＱサービス開始のご案内 

② バギオだより Vol.53 

③ 米山梅吉記念館 館報 Vol.27 

④ 環境まちづくり Vol.26 

⑤ 茶の香めーる Vol.60 

⑥ 入間万燈まつり実行委員会お詫びとご報告 

⑦ コーディネーターニュース 4,5月号 

⑧ 4/12南入間ＲＣとの合同例会出欠表 

⑨ 4/23「鼓動」40周年特別講演会ご案内 

⑩ 4/28例会場変更による出欠表 

⑪ ロータリーの森奉仕活動参加のお願い 

⑫ 2015～2016年度地区大会ご臨席のお礼 

⑬ 他クラブ週報＆例会変更のお知らせ 

⑭ 入間ＲＣ週報 35,36号 

 

 

会員数 出席数 出席率 前回修正率 

42名 29名 70.7％ 70.0% 

2016年 3月 2016年 4月 

日 曜 事業などの内容 日 曜 事業などの内容 

13 日 入間市少年野球連盟総会   －未定－ 

25 金 第３回入間市社会福祉協議会評議委員会  

30 水 入間基地観桜会 

    

   

RI2570地区 3・4月の粕谷会長スケジュール 2015～2016 年度 


