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第 1号 ２977回例会 ２０１7年  7月  6日（木） 

 
＜ビジター・ゲスト＞ 

入間南ロータリークラブ 

会長 雙木行雄様 

幹事 新野晴之様 

  今年度の目標は定款に

基き、例会数の削減を考

えています。奉仕の在り

方や会員増強も考え親睦

を深めていこうと思って

おります。これからもよ

ろしくお願いします。 
 

米山記念奨学生            李 秀美様 

6月は楽しい一か月でした。 

将来の為に何を頑張ったら

良いか考えています。成功は

準備した人に用意されると

思っていますので、これから

の 2 年間の成長を皆さんに証明したいと

思います。宜しくお願いします。 
 

＜今月のお祝い＞ 

会員誕生日 
齋藤金作君(米寿) 

吉永章子君 田中快枝君 

夫人誕生日 
杉田理加様 石川桂子様 

一柳千文様 

結婚記念日 後藤健君  吉沢誠十君 
 

バッチ交換 

西山前会長から関谷新会長へ 

＜❁会長の時間❁＞ 関谷永久会長 

私は 1995年に故人ですが杉山定太郎様

の紹介で摂田会長の時に入会いたしまし

た。当時は世の中も事件、事故、災害な

ど騒然となっていました、中でも阪神淡

路大震災や地下鉄サリン事件などは今だ

記憶に新しいです。さて私もロータリア

ンになってから早 22年が経ちましたがロ

ータリーをまだまだ十分に理解が出来て

いません、こんな浅学菲才の私に先ずも

ってロータリアン皆様の叱咤激励を頂戴

し活動にご協力を頂きたいと思います。 

RI の目標であります三つの戦略計画と

五つの中核的価値観については理論の徹

底と持続的な行動実践の必要性を要求さ

れています。その様なロータリー目標を

感じているからあえて私は名詞ではなく

動詞化させて頂き、今年度私は『今日も

ロータリーしましょう』を続けていこう

と思います。 

本日の所信表明では今年度の活動方針

を中心にお話をさせて頂きますが例会を

有意義なものに活性化するにはその一つ

に毎回 10分位与えられている『会長の時

間』をどの様にしたら良いのかが問題思

案していました。先輩諸氏にもいろいろ

進言して頂き、その中で私の尊敬する加

藤玄静パストガバナーも話していますが

『会長の時間』にはできる限りロータリ

ーの話をすることが大切ですと言われま

した。諸先輩には釈迦に説法となります

がその時は見守っていてください。しか

し入会して間もないロータリアンには学

習への起爆剤となるかもしれません、そ

して間違ったことを言ったときはロータ

リーの友情と寛容の心で忖度願います。 

2017-18年度 RＩテーマ 

ロータリー： 

変化をもたらす 
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＜関谷永久会長挨拶＞ 

今年度 RI会長イアン・ライズリー氏の

テーマ『Rotary :Making a Difference』

困っている人に手を差し伸べる、必要な

支援を行う、その結果その人の人生や周

りの社会が変わると述べています。 

私達は適時に他人にできる奉仕を実践

しましょう、それは仏教の【忘己利他】

の教えの延長線上だと思います。そして

当地区ガバナーの細井保雄氏のテーマは

『RI 戦略計画を皆で一緒に実行しよう』

です、ロータリーの三つの重点項目と五

つの中核的価値観からなる奉仕の理念と

その実践を 18の活動項目に挙げています、

当クラブとしてもその趣旨に沿ってロー

タリー活動を行っていきます。当クラブ

の今年度のテーマは『行動しよう！他人

への思い遣り』 

Action and care for othersと致します。 

 

意義ある例会で満足できるロータリー

ライフを送る事が出来れば退会の防止、

会員増強に必ずや繋がります、皆様のご

理解、ご協力が必要です。以上誠に拙文

ですが宜しくお願い申し上げます。 

＊今年度も楽しく一緒に行動しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜宮崎正文幹事挨拶＞ 

幹事の仕事は、クラブの事務管理を中

心にした代表者の位置として考えられて

います。いろいろな書類の作成・保管・

諸手続きを行うなど、大変な仕事と思っ

ています。まだまだロータリーに関して

は不明な点が多く、勉強することが一杯

あります。 

幹事という役職は重責ですが、関谷会

長の足を引っ張らないよう、入間ロータ

リークラブの名を汚さないように、頑張

る所存でございます。関谷会長の今年度

のテーマが「行動しよう！他人への思い

遣り」です。このテーマに則って活動さ

せてもらいます。 

大野会員に入会するときに言われました

が、ロータリーは遊びだからと言われま

した。楽しむところは楽しんで、自分も

幹事として遊びながら、あまり遊び過ぎ

ないように頑張りますので、皆様のご協

力よろしくお願いいたします。 

 

＜田中快枝ＳＡＡ挨拶＞ 

伝統ある入間ロータリークラブの気品

を守り、会長、幹事、各委員長、事務局、

当番会員の協力を頂き、例会および他の

会合が円滑に進行し、会員同士の交流が

深められ笑顔ある例会になる

ように努めます。ビジター、

卓話講師等来訪者には、

親睦委員・プログラ

ム委員と協力して

「おもてなし」

の気持ちを持

って対応いた

します。又、ニ

コニコボック

スの報告と目

標額達成に努め、

年に 3,4 回の席

替えを行います。

一年間宜しくお願い

致します。 

 

 

 

■■■2017～2018会長･幹事･ＳＡＡ挨拶■■■ 

1 年間宜しくお願いします 
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＜幹事報告＞ 宮崎正文幹事 

第 1回定例理事会報告 〈協議事項〉 

1. 田中市長を名誉会員にする件 

2. 7・8月のプログラムについて 

3. パーマネントファンド年 30＄以上（RC

財団半期 15＄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  御祝い

5,000円拠出の件 7/30(日) 

6. 事務局夏季休暇 8月の 3日間 

7. その他 

・ 戦略特別委員会とクラブ管理運営特別

委員会の設置の件 

・ ガバナー訪問時のクラブ協議会の進め

方 

・ 8月の定例理事会日程の件 

〈報告・予定等〉 

Ⅰ・7/4入間南 RC 会長・幹事表敬訪問 

・7/6～12 ネパール支援プロジェクト現

地・学校等訪問 

・7/9公共イメージフォーラム 

・7/14第 1回第 3グループ会長幹事会 

・7/16米山記念奨学部門セミナー 

・RC財団より地区補助金が一クラブ 800

＄で承認（入間南クラブとの協働で） 

・7月のロータリーレートは、111＄ 

Ⅱ・7/26（水）入間基地納涼祭 

・7/30（日）入間市少年野球夏季大会 

・九州豪雨災害の支援について検討 

〈お願い事項〉 

・年会費(上期分)＆事業活動費納入 

・8/26須山恵理香奨学生音楽会ご案内 

 

 

 

＜出席報告＞ 金井祐一委員長

事前欠席連絡 2名 

 

 

 

●委員長報告 

＜クラブ奉仕委員会＞ 滝沢文夫委員長 

本年度の入間ロータリークラブ活動計

画書 6 頁に載っています、「ロータリー

を他人に告げる歌」をガバナーの公式訪

問に歌います。本日は曲を聴いて頂き、

次週からは歌って頂きますので宜しくお

願いします。 

 

＜会報･雑誌委員会＞ 吉沢誠十委員長 

【ここだけは読んでおこう!】 

〇横書き 

3P  今年度の新たなる『友』編集目標 

重点 6点 

20P 2017-18ガバナーの横顔 

〇縦書き 

4P頁 減塩と健康寿命 

18P頁 私の一冊  

会員数 出席数 出席率 前回修正率 

43名 33名 82.50％ 80.49% 

「ロータリーを他人に告げる歌」 

会員仲良く 自己研磨 

仕事を磨いて 社会貢献 

若人育成 国際奉仕 

人類仲良く 世界平和 

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：吉沢誠十 吉永章子 繁田光 間野尚 佐藤輝武 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 田中快枝ＳＡＡ 
入間南ＲＣ雙木行雄様、新野晴之様～宜しく

お願い致します。 
 

関谷永久君、宮崎正文君、田中快枝君～１年

間宜しくお願い致します。 
 

摂田順一君～引続き宜しくお願いします。 
 

山岸義弘君～関谷会長頑張って下さい。 

杉田さん入会おめでとう 首を長くして待っ

ていました。 
 

岩崎茂君、吉永章子君、粕谷康彦君、西山祐

三君、齋藤栄作君、忽滑谷明君、木下登君～

入間南ＲＣ雙木会長・新野幹事ようこそいら

っしゃいました。ごゆっくり楽しんでくださ

い。関谷新会長、宮崎新幹事一年間宜しくお

願いします。 

本日\53,000 累計\53,000 


