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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 西山 祐三会長 

古希のお祝い有難うご

ざいました。60 歳(還暦)の

時は感じませんでしたが、

70 歳(古希)となると歳を

とったなと思います。日本

の男性の平均寿命は 80 歳

強となるとあと 10 年程、

又、健康寿命は 72 歳程となると自分自身で健

康管理が必要となります。これからは夜のお

酒を控えた（どうかな）生活をし健康で長生

きをしようと思います。 

先日１月 29 日(日)2570 地区会員増強・公

共イメージセミナーが行われ、当クラブから

細淵会員増強委員長、木下広報委員長、そし

て私３名が出席して参りました。主催者側と

して、地区クラブ奉仕部門水村委員長、友野

地区会員増強委員が出席されました。 

第１部会員増強セクションでは、各クラブ

の年初からの会員数の推移等の発表があり、

其の中で坂戸さつきクラブ、行田さくらクラ

ブなど大幅に増強したクラブの事例発表があ

りました。坂戸さつきクラブは例会を月２回

最後の水曜日には任意での食事会を行う。行

田さくらクラブは、会員増員数を目標を 10 名

とし増強方法を変えていった。 

第 2 部 公共イメージセクションでは、各ク

ラブの取り組み状況の発表、各クラブとも長

年継続してのイメージアップ事業が多かった。

当クラブは木下広報委員長に、昨年８月入間

市教育研究所に寄贈したタブレット、１月 26

日に埼玉県立入間わかくさ高等特別支援学校

へのバスケットボール部用のユニホーム寄贈

等の事例を発表して頂きました。 

≪今月のお祝い≫ 

会員誕生日 

西山祐三君(古希) 

上野弘勝君   山根宏夫君 

岩崎茂君(喜寿) 繁田光君 

夫人誕生日 山根みどり様 

結婚記念日 
忽滑谷明君   岩崎茂君  

繁田光君   木下登君  

≪３月プログラム≫ 

 

★幹事報告 吉沢誠十幹事 

第 8 回定例理事会＜協議事項＞ 

１.4 月のプログラムについて 

２.新年会会計報告 

３.名誉市民木下博氏に胸像を贈る会の協賛

について→しない 

＜報告・予定等＞ 

1.2/5(日)地区チーム研修セミナー 

2.2/9(木)第３グループＩＭ開催所沢ミュー

ズ「小ホール」15：00～ 各自現地集合。

クラブブレザー、ネクタイ着用。 

3.2/11(土)R 財団奨学候補生第 3 回オリエン

テーション 細淵会員出席予定 

4.2/17(金)ガバナー補佐･次年度部門委員長･

RLI 委員長会議 水村･齋藤会員出席予定 

5.2/26(日)PETS→関谷会員出席予定 

6.3/5(日)米山記念奨学生終了式及び歓送会

忽滑谷会員出席予定 

7.２月のロータリーレートは１１６円です。 

 内 容 

2 日 
米山記念奨学生卓話  

ブィ・クィン・チャン様    

9 日 日帰りロータリー美術館 

16 日 講師卓話  駿河台大学 平井准教授 

23 日 講師卓話 所沢税務署長 

30 日 第 5 回クラブ協議会  

第26号 ２955回例会 ２０１7年 2月  2日（木） 

 

 

2016-2017年度 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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■■■第 2570 地区役員活動報告 ■■

■ 

 

■クラブ奉仕委員会 

地区社会奉仕部門  齋藤栄作委員長 

クラブ奉仕委員長と

しての現状と、2570地区

社会奉仕部門委員長と

しての地区活動報告を

します。 

ロータリーの目的を

見ていただくと一番目

にクラブ奉仕、二番目に

職業奉仕、三番目に社会奉仕，四番目に国際

奉仕が記載されています。ロータリー活動の

基本的な部分を担っているのがクラブ奉仕部

門です。職業分類・会員選考委員会があって

増強員会が力強く活動してゆきます。新入会

員が最初に配属される委員会は親睦委員会で

す。出席・プログラム委員会、親睦活動・雑

誌委員会、入間ＲＣ独自のロータリー美術館、

公共イメージと認知度の向上に繋がる広報委

員会からなっているのがクラブ奉仕委員会で

す。現状までの活動としてはそれぞれの委員

会が機能していますがクラブ奉仕委員長を中

心とした部門一体となった組織的な動きが加

わると活動に大きな効果が出て来ると感じて

います。 

社会奉仕部門は職業を通じて社会貢献を行う

という概念が更に発展し社会に奉仕して行く

事の大切さをロータリアンが実感する部門で

あると思います。 

入間ロータリークラブでは将来を担う子供た

ちを対象に防犯灯、防犯カメラの寄贈、発達

障害児を対象にしたイヤーマフの寄贈、タブ

レットの寄贈等々を行って来ました。今年は

それに加え若草特別高等支援学校へのユニフ

ォームの寄贈を行い広報委員会の活躍により

公共イメージと認知度の向上が埼玉新聞等に

報道されて実施されました。 

 

時間の関係がありますので地区の社会奉仕

部門の報告は２月２１日の情報委員会主催の

勉強会で現状の地区の動きと同時に詳しくお

話ししますので、お忙しい中とは存じますが

万障お繰り合わせの上ご参加ください。 

 

■地区クラブ奉仕部門  水村雅啓委員長 

地区では、すでに次年

度の準備活動が始まって

います。細井保雄ガバナ

ーエレクトは 1 月 15 日か

ら 21 日にかけて、世界中

の地区ガバナー工レクト

が集まる｢国際協議会」に

米国サンディエゴで研修を受けてまいりまし

た。入間クラブでも、ちょうど 10 年前石川嘉

彦会員がガバナーエレクトでありました。サ

ンディエゴに向かう朝、皆で｢万歳三唱｣で見

送ったことを覚えています。当時、私はクラ

ブ会長で成田空港までお供をいたしました。

懐かしく思い出します。 

国際協議会は、7 月 1 日の就任に向けて準

備するための会合です。今後、地区では 2 月

5 日のチームリーダー研修会、17 日のガバナ

ー補佐・部門委員長会議、26 日の RETS と次

年度に向けた会合が続きます。そして地区研

修協議会は 4 月 23 日に行われ、各クラブにお

いても次年度の体制づくりが本格化されるこ

ととなります。 

地区クラブ奉仕部門は、会員増強委員会と

公共イメージ委員会で構成されています。年

度の最初の事業は、会員増強セミナーの開催

です。これは、地区研修協議会後、ただちに

開催することと決められており、年度の始ま

る前の 5～6 月に開催します。今年は 6 月 4 日

に開催する予定です。会員増強は、国際ロー

タリーの第一の課題であり、歴代ガバナーも

方針の大きなテーマに据えています。ここ 20

年、日本の会員数は減少し続け 13 万人いた会

員は 8 万 9 千人となっています。2015 年から

増加に転じ始めましたが、我が 2570 地区は未

だに減少に歯止めがかかっていません。今年

度（2016.11 現在）の増強の状況を見ますと、

昨年度同時期に比べ 4 倍の 56 人の増となっ

ています。今後気を緩めずに増強活動に邁進

し、良い結果が出ることを期待しています。

また、前嶋ガバナーの方針の出席率の向上に

ついては、前年度より 3％ほど減少していま

す。魅力のある例会、興味の沸く例会を開催

するなど工夫を凝らすことが必要と思います。 

このほか、部門では、クラブを対象にした研

修セミナーだけでなく、部門委員を対象にし

た研修も行っています。今年度は、東京ロー

タリークラブのメイクアップとロータリー文

庫、ロータリーの友事務所を表敬訪問し、運

営の話を伺ってきました。この研修は、本日

配布されたガバナー月信に掲載されています

ので読んでいただきたいと思います。 
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●委員長報告 

ロータリー情報委員会 友野政彦委員長 

2 月 21 日(火)6 時半より中央公民館にて第

3 回ロータリー情報委員会の勉強会を行いま

す。講師は齋藤栄作地区社会奉仕部門委員長

にお願いしています。よろしくお願いします。 

会報・雑誌委員会 大野賢次委員長 

＜横組＞ 

Ｐ3・指定記事（ＲＩ会長のメッセージ） 

ロータリーのない世界を想像すること

はできないけど、ロータリーが創設され

ていない世界よりも格段に良い世界で

あることは間違いない。だからロータリ

ーは必要である。 

Ｐ8・合併した 3 クラブが取上げられている。

合併も難しい。八潮みらいＲＣ(24 人)

東京福生ＲＣ(39 人）熊本東ＲＣ(37 人) 

※増強、退会防止をしてクラブを存続しよう 

Ｐ22・日本のロータリーが 100 周年を迎える

に当たって（2020 年） 

＜縦組＞ 

Ｐ4・スピーチ（金子みすゞの詩より）与えて

生きる喜び 

Ｐ9・クラブを訪ねて 第 2760 地区 半田 RC 

プログラム委員会 田中快枝委員長 

4 月は 6 日会員卓話、13 日入間南 RC との合

同例会により 11日に振替え、20日講師卓話、

27 日会員卓話となっております。 

広報委員会 木下登委員長 

1月 25日にタブレットの感謝状を入間教育

長より頂きました。26 日には入間わかくさ高

等特別支援学校へリバーシブルのユニフォー

ム寄贈。埼玉新聞掲載、入間ケーブルテレビ

で放送もされています。又、ユニフォームを

使用した写真等を学校より頂けることになっ

ておりますので、その都度ご報告いたします。 

●関谷永久エレクト 

昨日私と次年度職業奉仕委員長の岩崎会員

と 2590 地区の横浜港南 RC にメイキャップに

行ってきました。訪問の理由は「ロータリー

の友」2016 年２月号で地区の職業奉仕委員長

が載せた記事に興味がありましたので、現委

員長にその経緯と成果など聞く目的がありま

した。又、35 人程の会員クラブ例会で週報を

拝見したところ 12 月に決定した会長エレク

トと次年度役員のクラブ協議会を１月にして

いるではありませんか、現役員のそれも並行

して行っているとのこと、近隣クラブでも同

様な形をとっていると話していました。当

2570 地区ではエレクト、次年度役員は早期に

動いていますがクラブでも同じく早期対応を

するべきと考えさせられた例会でした。 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 繁田光ＳＡＡ 

西山祐三君～古希祝いありがとうございます。 

一柳達朗君～1/29 産経新聞(東日本版)の「企

業の志魂」コーナーで当社が紹介されました。 

晝間和弘君～暫くお休みしてすみませんでし

た。遅くなりましたが、娘の通っている青学

が箱根駅伝三連覇し、渋谷パレードに参加し

ました。写真ありがとうございます。 

繁田光君～誕生祝い･結婚記念祝いありがと

うございます。 

石川嘉彦君、西山祐三君、吉沢誠十君、関谷

永久君、繁田光君～奥冨さん入会おめでとう。 

奥冨茂生君～出戻りですがよろしくお願いし

ます。 

関根靖郎君、加藤国夫君、木下登君～早退い

たします。 

本日\64,000  累計\691,500 

 

＜出席報告＞ 一柳達朗委員長 

会員数 出席数 出席率 前々回修正率 

43 名 27 名 69.23％ 71.05% 

事前欠席連絡 3 名 

 

■回覧、配布物 

① ガバナー月信 2017 年 1 月号 

② ロータリーの友 2 月号 

③ 入間市商工会賀詞交歓会お礼 

④ 入間青年会議所賀詞交歓会お礼 

⑤ 2/21 ロータリー研修会出欠席表 

⑥ 3/9 日帰り美術館出欠席表 

⑦ クマヒラ様からの抜萃のつゞり 

⑧ 入間わかくさ高等特別支援学校部活動協

賛会のご協力お礼 

⑨ ロータリー日本財団寄付領収書 

⑩ ロータリー米山記念奨学会寄付領収書 

⑪ 派遣学生 11 月報告書 

⑫ 他クラブ週報＆変更のお知らせ 

⑬ 入間ＲＣ週報 24、25 号 

⑭ 西山会長より「今日は何の日」 

 
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 


