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●❁●会長の時間 西山祐三会長 
一昨日の火曜日、入間

南ロータリークラブの

例会に吉沢幹事と共に

表敬訪問して来ました。

同じ例会場にも関わら

ずクラブによって違う

雰囲気があるものと感

じたところです。 

皆様ご存知でしょうがロータリーの地区が

どの様に分かれているか調べました。日本にお

いては 34地区に分かれております。 

・第１ゾーンは、北海道東部、北海道西部、青

森、(岩手、宮城)、福島、秋田、山形、新潟、

群馬、栃木、茨城、埼玉西北、埼玉南東、千葉、

の 14地区。 

・第２ゾーンは、長野、(富山・石川)(岐阜・

三重)、愛知、(山梨・静岡)、神奈川、神奈川、

(東京・沖縄)、（東京・北マリアナ諸島・グア

ム・ミクロネシア・パラオ）の９地区 

・第３ゾーンは、（福井・滋賀・京都・奈良）、

（大阪南部・和歌山）、大阪北部、兵庫、(岡

山・鳥取・島根)、(広島・山口)、(香川・愛媛・

徳島・高知)、(福岡・佐賀・長崎）、（長崎・

佐賀）、(熊本・大分)、（鹿児島・宮崎）の 11

地区で、合計 34地区となります。 

2013 年７月末日のゾーン別クラブ数・会員

数と 2016年４月末日現在の比較をしてみます

と、 

・第１ゾーンは 2013 年７月がクラブ数 843、

会員数 27,769 名に、2016 年４月はクラブ数

832、会員数28,631名となりクラブ数が11減、

会員数は 862名増となってます。唯一 2570地

区のみ会員数が 51名減少です。 

 

 

・第２ゾーンは 2013 年７月がクラブ数 650、

会員数 27,651名に対し、2016年４月はクラブ 

数 653、会員数 28,032 名となりクラブ数が３

増、会員数は 381名増となってます。 

・第３ゾーンはクラブ数 795、会員数 32,449名

に対し、クラブ数 793、会員数 32,767 名とな

りクラブ数２減、会員数 318名増加です。 

合計でクラブ数 2,288 に対し 2,278 クラブ

で 10 クラブ減少、会員数は 87,869 名に対し

89,430名で 1,561名増加となっております。 

 

●吉沢誠十幹事挨拶 
まずは前回の例会は早

退を致しまして大変申し

訳ありませんでした。私は

平成 18 年 6 月繁田昌利会

長の時に、山岸会員が、父

親が亡くなって一年経っ

たから「入会したら」とお

誘い受けました。「俺の時

もそうだったんだ。」ということで山岸会員の

推薦を頂き入会させて頂きました。今年で 10

年が経ちました。ですから父が亡くなって 11

年です。父が初めてロータリーの例会に出席す

る時に、急に白髪頭を真っ黒に染めてきて事務

所で誰がいるのか、会社内で騒ぎになり、ロー

タリーとはそんなに大変な会なのかと思った

記憶があります。 

入会してからの私は、与えられたことをなん

となくこなしてきましたので、ロータリーのル

ールなど勉強したことがありません。ですから

これから多くの場面でご指摘を頂く事が発生

する事があると思いますがどうぞお許しを頂

きたいと思います。今は事務局さんから送られ

てくる通知の多さに困惑しております。幹事と
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して会長に協力することが第一ですが、色々な

会合に参加して委員会のメンバーとのコミュ

ニケーションを計りクラブ運営の手助けが出

来る様に努力致します。又、他クラブ、地域と

のコミュニケーションも図って行けたらと思

います。 

会長の方針である例会を楽しくしていく工夫

を委員会のメンバーと模索して行き、それが例

会出席率の向上と会員増強に繋がる事を願っ

ています。 

我がクラブは 90 歳台 1 名 80 歳台 4 名、70

歳台 8名、60歳台 10名、50歳台 12名、40歳

台 6名、30歳台 1名の 42名で構成されていま

す。またパスト会長は 16名です。こんなバラ

ンスのとれたクラブは他にはないと思います。

また大変和気あいあいとした雰囲気がありま

す。これは大先輩達が後輩の意見を聞き入れて

くれている所にあると思います。若い方もそれ

に驕ることなくお互いを尊重し合いこの雰囲

気のままクラブ運営が出来ればと思います。 

また本年度は地区部門委員長3名、委員長2名、

委員 4 名の他石川パストガバナーが地区に出

向しております。総勢 10名です。ですので地

区の活動報告もタイムリーに皆様に伝えられ

る機会を設けられたらと思っています。 

最後になりますが、西山会長の思いを実現出

来る様努力して参りますので一年間どうぞ宜

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 齋藤栄作委員長 

クラブ奉仕部門はロ

ータリークラブの基盤

でなくてはなりません。

同時にメンバーに対し

て入間ロータリークラ

ブの多くの魅力を発信

する部門でなくてはな

りません。クラブ例会の

充実、出席率の向上を基礎に、会員の自己研鑽、

相互の親睦を通して魅力あるクラブライフを

提案して参ります。 

職業分類は未充填分野からの会員増強を常

に提示してくれています。会員選考は長く共に

活動できる同志を選考します。会員増強は会員

が一丸となって推進してこそ成果が表れます。

魅力あるクラブ作りが増強の頼もしい武器と

なります。情報委員会はロータリーの基礎的ル

ールーやプログラムを通して会員の自己研鑽

の基礎を作ります。親睦により会員の充実感、

相互理解を深めます。意味やテーマを持たせた

親睦がロータリーの親睦です。プログラムは例

会の充実を図るための司令塔です。重要な役割

を常に意識したプログラム作成が必要です。会

報・雑誌委員会は読んでいただくための夢先案

内人です。広報委員会はロータリークラブの活

動を内外にアピールし「公共イメージと認知度

の向上」に結び付けることが必要です。ロータ

リー美術館は入間ロータリー独自の心落ち着

く一時を作り上げてくれる委員会です。入間ロ

ータリークラブの多くの魅力が詰まった部門

ですので、ロータリールールを踏まえた上で多

いに各委員長様と一緒に個性を発揮して１年

間研鑽して行きますので宜しくお願いします。 

 

職業奉仕委員会 滝沢文夫委員長 

本年度職業奉仕委員長

を仰せつかりました滝沢

です。さて、職業奉仕はロ

ータリークラブの根幹で

あると認識しております。 

活動方針に、職業奉仕と

は「あらゆる職業に携わる

中で奉仕の理念を実践し

ていく」とあります。 

それでは奉仕の理念とは何でしょうか？ 

「最もよく奉仕するもの、最も多く報いられる」

「超我の奉仕」の二つのモットーと、「他人の

ことを思い遣り、他人のために尽くす」という

昔の公式名簿での解釈が有ります。この奉仕の

理念を持って、活動します。 

職業奉仕委員会は他の奉仕活動のように額

に汗して奉仕作業を行なうことは無いかもし

れませんが、ロータリーの哲学を考え、理論的

に奉仕について考えます。具体的には会員の職

場で哲学又はプライドを持って行動すること

だと思います。その現れとして、「4 つのテス

ト」の唱和等が有ります。 

一年間どうぞよろしくおねがいします。 

 

国際奉仕委員会 晝間和弘委員長 

国際奉仕委員長を西山エ

レクトより任命された時に

パスポートも持ってなく当

然、海外も行ったことの無い

私で務まるのか？ 不安で

したが 2013 年ロータリアン

手引きに、「国際奉仕は 書物

などを読む事や通信を通じて、さらには他国の

人々を助ける事を目的とした、グラフのあらゆ

る活動やプロジェクトに協力する事を通じて
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他国の人々とその文化や習慣、功績を願い問題

に対する認識をつちかい国際理解、親善、平和

を推進する為に会員が行う活動から成るもの」

と有りましたのでメディア等を通じて世界平

和に繋がる活動をしていきたいと思います。 

国際奉仕委員会には｢ロータリー財団及び米

山記念奨学委員会への協力」「米山奨学生チャ

ンさんへの支援」「識字率の向上」等を例年通

り活動し、難しいとは思いますが「平和」を意

識した国際奉仕委員会になるように努力して

いきたいと思います。特に世界平和ともなると

個人や単１クラブの取り組みでは及ばない対

象です。お金を集める、そのお金はロータリア

ンが出す以上は正しい方法で得た浄財で相手

の身になって拠出した寄金ですので一層奉仕

の理想の高揚に努め 2月 23日のロータリー創

立記念日を「世界理解と平和の日」を意識して

国際奉仕活動を行いたいと思います。 

 

青少年奉仕委員会 忽滑谷明委員長 

次世代を担う青少年の

ための活動を探求し応援

をするという活動方針の

もと、2570地区の各委員

会が策定するプログラ

ム、特にアクト委員会の

年次大会、そしてライラ

委員会の青少年指導者育

成プログラムに積極的に参加し、そしてその

活動の様子、成果等をクラブに報告いたしま

す。委員である水村会員、荒井会員、そして

地区のアクト委員でもある後藤賢治会員のご

協力、ご助言をいただきながら一年間務めさ

せていただきますので宜しくお願いします。 

 

★幹事報告 吉沢誠十幹事 

①7/12(火)入間南ロータリークラブへ会長・幹

事表敬訪問 

＜お願い事項＞ 

① 7/28（木）新旧役員慰労激励会(魚いち) 

多くの方のご出席をお願いします。 

② 8/4(木）ガバナー補佐訪問例会。理事会は

１１時から行います。理事の方はお間違え

のないようお願い致します。 

③ 8/18(木)ガバナー公式訪問例会(武蔵クラ

ブ)全会員の出席をお願い致します。 

 

＜出席報告＞ 一柳達朗委員長 

事前欠席連絡 3名 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 繁田光ＳＡＡ 

粕谷康彦君、西山祐三君、吉沢誠十君、繁田光

君、宮寺成人君、吉永章子君、晝間和弘君、田

中快枝君～加藤さん写真ありがとう。 

一柳達朗君～先週末 7/8 に長男の卒園式があ

り 9か月間別の幼稚園に行きます。 

岩崎茂君～早退いたします。 

本日\11,000 累計\94,000 

 

■回覧、配布物 

①第 15回ロータリー全国囲碁大会のご案内 

②派遣学生 5月次報告書 

③ロータリーコーディネーターＮＥＷＳ8月号 

④8/18ガバナー公式訪問出欠表 

⑤7/28新旧役員慰労激励会出欠表 

⑥他クラブ週報＆例会変更のお知らせ 

⑦入間ＲＣ週報 1  号 

⑧西山会長より「今日は何の日」 

 

●よもやま話 石川嘉彦会員 

① 皆様が周りの方から

｢ ロ ー タ リ ー っ て

何？｣と聞かれた時

に、模範回答もありま

すが、答は皆様が今感

じているままを他の

方に伝えて下さい。 

② ロータリーは面白い

ですね！例会は楽しいです。誰とでも気軽に

話が出来ますし、好意に満ちています。これ

は入会間もないころから 37 年たった今も感

じています。例会に来ると友情があふれてい

ますし、卓話を聞いて教養にも役に立ちます、

趣味についてはゴルフ マージャン そし

てお酒(夜間例会は特に楽しいです)、取引先

や関係先とだけでは得られないマナー そ

して例会場で多くの方々のスピーチを聞い

て話し方の勉強にもなります。 

 

 

会員数 出席数 出席率 前回修正率 

42名 30名 81.08％ 76.3% 

発行 入間ロータリークラブ 
■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 

■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 

 


