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第 1号 ２925回例会 ２０１6年 7月  ７日（木） 

 ＜ビジター・ゲスト＞ 

米山記念奨学生 ブィ・クィン･チャン様 

入間南ロータリークラブ 会長 石川 伸一様 

入間南ロータリークラブ 幹事 油井  一 様 

     「楽しく・真面目に」 

の方針に基づき、

入間ＲＣに、ご指

導頂きながら遣

って参ります。 

宜しくお願い致します。 

バッチ交換 

粕谷前会長から西山新会長へ 

●❁●会長の時間 西山祐三会長 

私は平成 17 年 9 月 15 日ガバナー公式訪

問日に入会させていただきました。そして

野中ガバナーからバッジをつけて頂いたの

を記憶しております。ロータリークラブの

新年度は７月からですが２月には前嶋ガバ

ナーエレクトより地区役員への出向の依頼

が入り最終的には 10 人の方々が出向され

ております。地区研修協議会の会長部会の

際、前嶋ガバナーエレクトからお礼の言葉

を頂きました。 

3月 12日には第２回ロータリー財団部門セ

ミナー及び補助金管理セミナーが国立女性

教育会館において、3 月 13 日には PETS が

紫雲閣であり、4 月 24 日には地区研修協議

会が埼玉工業大学であり、当クラブから石

川パストガバナー始め地区役員、クラブ委

員長 15 名の方々が参加致しました。 

＜今月のお祝い＞ 

 

＜出席報告＞ 一柳達朗委員長 

事前欠席連絡 1 名 

４/28 現新理事会（やまき） 

５/12 第１回クラブ協議会(武蔵クラブ) 

５/19 クラブ奉仕部門家庭集会（例会場） 

５/20 職業･国際･社会･青少年奉仕部 

５/30 プログラム、親睦委員会家庭集会 

６/ 3 第３グループ新旧合同会長幹事会 

６/ 5 職業奉仕部門セミナー（紫雲閣） 

会員増強、公共イメージセミナープログラム

等の行事が行われております。第 1 回クラブ

協議会以降、今年度に向け、各委員長様には

家庭集会を度々開催して頂き感謝いたしてお

ります。 

 本日からスタートする訳ですが、例会プロ

グラムをみますと第 2925 回から 45 回の例会

となっております。NHK ラジオで午前７時前

に今日は何の日という放送があります。当日

の過去に何が起こったか、或いは誰の誕生日

か等放送をしております。今年の例会日、又、

月初の会員皆様の誕生祝いの際、誕生日の出

来事をプリントしてまいりたいと思っており

ます。 

ガバナー公式訪問は 8月 18日(RLI方式)の

予定です。尚、公式訪問時のクラブ会長、幹

事、ガバナー補佐との協議の場に、3 年以内

の新入会員のご同席をお願いいたします。 

この 1 年間どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

会員数 出席数 出席率 前回修正率 

42 名 30 名 81.08％ 73.2% 

会員誕生日 
齋藤金作君 吉永章子君 

田中快枝君 斎藤福太郎君 

夫人誕生日 石川桂子様 一柳千史様 

結婚記念日 後藤健君  吉沢誠十君 

2016-17 年度 RＩテーマ 

2016-2017 RI会長:ジョン F. ジャーム RI2570地区ガバナー:前嶋修身 

会長 : 西山祐三  幹事 : 吉沢誠十
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■2016～2017 会長･ＳＡＡ挨拶■ 

●西山祐三会長挨拶 
歴史と伝統ある

入間ロータリーク

ラブの第 58 代会長

に就任いたしまし

て、責任の重さを痛

感いたしておりま

す。この 1 年クラブ

の益々の発展のた

めに、皆様方のご指

導ご鞭撻、そしてご

協力を賜りながら

微力ではございますが全力投球をしてまい

ります。どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

RI 会長ジョン・ジャーム氏はメッセージ

の中で、ポール・ハリスは晩年ロータリー

設立の経緯について振り返り、次の様に綴

っています。｢個人の努力は個々のニーズに

向けることができます。しかし、大勢の努

力の結集は、人類の奉仕に捧げなければな

りません。結集された努力に限界というも

のはありません｣。いつの日か 120 万人以上

のロータリアンが一体となり、ロータリー

財団や各自のリソースを駆使して人類への

奉仕に取り組むことになろうとは、ハリス

も想像しなかったでしょう。そのようなロ

ータリーに対してハリスがどんな奉仕を期

待するのか、私たちは想像するしかありま

せん｢人類に奉仕するロータリー」の伝統を

継承する名誉を授けられた私たちには、こ

の様な奉仕を行っていく責務があるのです。 

2570 地区、前嶋修身ガバナー方針は「知

恵と元気を」です。地区の重点方針として、 

「会員を増やそう」 

「クラブ例会の充実と出席率の促進を」 

「地域の人々にロータリーを知って頂こう」

（公共イメージと認知度の向上を） 

「ロータリー財団１００周年」を記念して

財団への理解を深めよう 

「奉仕の原点ともいえる職業奉仕について、

改めて学び、研鑽しよう」 

「地域社会への貢献を」 

「クラブにおける国際交流活動の活性化」 

インターアクト、ローターアクト、青少

年交換等、青少年奉仕活動への取組み。ロ

ータリー米山記念奨学について、日本だけ

の素晴らしい制度であり、日本ファンを増

やすため活動を持続 現在、2570 地区に於

いては会員数の減少に歯止めが掛かってい

ない状況との事。そこで、第一の目標は会員

増強です。粕谷年度では 3 人の方々が入会さ

れました。今年度も 3 人を目標にしたいと思

います。第二には奉仕活動、広報活動を通し

て地域の方々にロータリークラブとはどの様

なクラブなのかをより知っていただき、地域

に密着した活動をしてまいりたいと思います。 

入間市に対し、街路灯、入間市産業文化セ

ンターに防犯カメラ、リヤカー寄贈、発達障

害児向け教材、少年野球大会優勝旗等をロー

タリー財団地区補助金をも利用し寄贈してお

ります。今年度も小学校における教育促進の

為、タブレットの寄贈を考えております。 

第 1 回クラブ協議会後にプログラム委員会、

親睦活動委員会においては、1 年間の計画を

概ね決めて頂き大変感謝申し上げます。今年

度は各委員会での家庭集会を出来る限り多く

開催していただき、若い会員の方々と交流、

そして会員同士の親睦を図り楽しく実りある

ロータリーライフを目指したいと思います。 

1 年間どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

 

●繁田光ＳＡＡ挨拶 
 

こんにちは、今年度Ｓ

ＡＡの繁田光です。 

伝統ある入間ロータリ

ーの気品を守り、秩序あ

る例会になるように努力

いたします。一年間、宜

しくお願いします。 

 

★幹事報告 吉沢誠十幹事 

第１回定例理事会＜協議事項＞ 

１.田中市長を名誉会員にする件 

２.８月のプログラムについて 

３.パーマネントファンド年 20＄以上（Ｒ財

団半期 10＄以上）は上・下期食事費より

飢餓ランチとして支払う 

４.前年度最終例会会計報告 

５.入間市少年野球夏季大会 御祝 5,000 円 

６.2017～18 年度Ｒ財団奨学生 2016～2017 

カウンセラー引き受けのお願い 

７.市制施行 50 周年祝賀花火協賛金 5 万円 

８.出席免除申請 岩崎茂会員 

９.事務局夏季休暇８月３日間 

10.その他 

関谷会員より第 38 回入間万燈まつり実行

委員会にて会場の変更があると報告を頂いた

が入間 RC は例年通りの場所で出店。 
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＜報告事項＞ 

①7/9(土)米山記念奨学部門セミナー 

 忽滑谷会員・山岸会員・田中会員出席予定 

②7/15(金)第 1 回会長・幹事会 

③7/6(水)万燈まつり実行委員会  関谷会員

出席予定 

④7/13(水)夏の交通事故防止運動出陣式 会

長出席予定 

⑤7/16(土)ロータリー財団部門会議 細渕

会員出席予定 

⑥7/17(日)第 51 回入間市少年野球大会 会長

出席予定 

⑦ 7/27(水 )入間基地盆踊りと花火の夕べ  

幹事出席予定 

＜お願い事項＞ 

年会費(上期分）納入を早めにお願い致します。 

●委員長報告 

会報･雑誌委員会 大野賢次委員長 

今年度の「ロータリーの友」はＡ4 判にな

り少し大きくなりました。｢ロータリーの友」

の質を落とすことなく経費の削減を狙ったた

めです。「ロータリーの友」を読むことは会

員の義務ですが、中でも必ず読んでほしいの

がＲＩの指定記事です。毎月読んでほしい記

事を丁寧に紹介します。宜しくお願い致しま

す。 

親睦活動委員会 馬路宏樹委員長 

会長・幹事・クラブ奉仕・プログラム・

親睦活動委員会の家庭集会を 14 日「よへい」

にて行います 宜しくお願いします。新旧役

員慰労激励会は 7月 28日に場所を「魚いち」

にて行います。18:30 点鐘です。皆様の参

加を心よりお待ちいたしております。 

プログラム委員会 田中快枝委員長 

８月のプログラムは表記通りです。皆様

のご協力なくしてプログラム委員会は成立

いたしませんので一年間ご協力宜しくお願

い致します。 

８月プログラム 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 繁田光ＳＡＡ 

入間南ＲＣ石川伸一様、油井一様～宜しくお

願い致します。諸井克彦様～西山さん吉沢さ

ん繁田さんおめでとうございます。斎藤福太

郎君～お陰様で今月 91 歳になりました。西山

祐三君、吉沢誠十君、繁田光君～１年間宜し

くお願い致します。石川嘉彦君、加藤国夫君、

大野賢次君、細淵克則君、山岸義弘君、吉永

章子君、後藤賢治君～西山年度の皆さん一年

間よろしく。岩崎茂君、粕谷康彦君、西山祐

三君、関谷永久君、齋藤栄作君～入間南ＲＣ

会長幹事ようこそご活躍期待いたします。岩

崎茂君～粕谷会長、忽滑谷幹事ご苦労様でし

た。岩崎茂君、忽滑谷明君、友野政彦君、晝

間和弘君、木下登君～入間南ＲＣ会長幹事よ

うこそいらっしゃいました。西山新会長、吉

沢幹事一年間宜しく。田中快枝君～本年度プ

ログラムを遣らせて頂きます ご協力よろし

くお願いします。山岸義弘君～長男が社長に

なりました。一柳達朗君～出席委員長を遣ら

せて頂きます。宜しくお願いします。 

本日\83,000 累計\83,000 

 

 

 

 

■回覧、配布物 

①ロータリーの友 7 月号 

②2017-18 年度ガバナー候補者報告 

③ネパール大地震支援活動報告と今後 

④埼玉県腎・アイバンク協会総会資料 

⑤茶の香めーるＶｏｌ.62 

⑥RI2570 地区第 3 グルーブＩＭ決算報告書 

⑦10/7 大相撲入間場所ご案内 

⑧国際交流ＮＥＷＳ No.97 

⑨バギオたよりＶｏｌ.55 

⑩8/18 ガバナー公式訪問出欠表 

⑪7/28 新旧役員慰労激励会出欠表 

⑫第 5 回入間環境フェア御礼

⑬他クラブ週報＆例会変更のお知らせ 

⑭入間ＲＣ週報 48,49 号 

⑮西山会長より「今日は何の日」 

 

 内 容 

4 日 ガバナー補佐訪問 

11 日 クラブ定款により例会取止め 

18 日 ガバナー公式訪問  

25 日 移動例会 職場訪問(繁田会員) 

発行 入間ロータリークラブ 
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■Email   iruma－rc＠jupiter.plala.or.jp 

■例会場：丸広百貨店入間店６Ｆバンケットホール Tel.04-2963-1111 

■例会日：木曜日 12：30～13：30  ■会報委員：大野賢次 石川嘉彦 摂田順一 白幡英悟 

 


