
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ＲＩ会長：ジョン・ケニー        ＲＩ第 2570 地区ガバナー：加藤 玄静 

■例会日：木曜日 12：30～13：30   ■例会場：丸広百貨店入間店６Ｆ バンケット・ホール  Tel.04-2963-1111 

■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 

■会長：細淵 克則 幹事：山岸 義弘 会報委員長：粕谷 康彦 Email：iruma－rc＠jupiter.plala.or.jp  
第 １ 号  ２５５９ 回例会 ２００９年 ７月  ２日（木）   当番  荒井 正武  君

 

7 月は識字率向上月間 
8 月プログラム 

 
バッチ交換   岩崎直前会長から細淵会長へ 

 
会長の時間          細淵克則会長 
 先程岩崎直前会長から会長バッチを頂き、身の

引き締まる思いです。本日の「会長の時間」で皆

様にまず 初に嬉しいご報告があります。岩崎直

前会長より 50 周年事業に使ってほしいとのこと

で、50 万という多額のご寄付を頂きました。本

当にありがとうございました。 
 本来この「会長の時間」はロータリーについて

の話をするのですが、私は経験も少ないですし、

知識もありません。また、毎回ロータリーの話を

しなければならないのでは非常に重荷になりま

すので、私が気付いたことをお話していきたいと

思います。 
本日は皆さんにお願いしたいことがあります。

各専門委員会が家庭集会を開く際は、必ず会長幹

事に連絡をして下さい。それは①会長は全ての会 

 
議・委員会の議長をする・会長は全ての委員会の

委員である②幹事は皆さんの会費を預かり収支

を把握する・事務局が管理するのではなく幹事の

了解が必要…との理由からです。また案内は会長

幹事・委員長名で出して下さい。出来れば議事録

を作って下さい。 
本日、皆さんのお手元に年度計画書が配布され

ました。この年度計画書は私のバイブルになりま

す。今年度の計画書は、私自身で全て事前に目を

通し、誤字脱字・句読点・半角全角の統一・会員

名の漢字の確認等、チェック致しました。年度計

画書をじっくり読むことによって、色々なことが

見えてくると思いますので、是非次年度からも会

長ご自身での事前チェックを続けて頂ければと

思います。表紙も紙質も自分自身で検討致しまし

た。それだけ思いのこもった力作ですので年に何

度か目を通して下さい。 
幹事報告          山岸義弘幹事 

第 1回理事会報告 

＜協議事項＞ 

① 入間市長木下博様を 2009-10 年度の名誉会

員とする→承認 

② 入間市社会福祉協議会 年会費納入→承認 

③ パーマネントファンド（R 財団半期毎 10$以

上）は上・下期 10$食事費より飢餓ランチと

して支払う→承認 

④ 大崎会員・白水会員 6/30 をもって退会の

申し出→了承 

⑤ 旧年度 終例会会計報告→承認 

⑥ 7・8 月の例会プログラム→承認 

⑦ 入間ＲＣホームページ更改の件 

⑧ 事務局の夏季休暇（8/12～14） 

＜報告事項＞ 

① 7/ 4(土)年度始め地区役員合同会議 

② 7/12(日)第 1 回米山奨学部門セミナー 

③ 7/18(土)第 1 回職業奉仕部門セミナー 

④ 7/22(水)地域交流研修会 

⑤ 年度計画書と会報用ファイルをお持ち帰り

下さい 

⑥ 事務局ＰＣメール故障の件 

 当番 内 容 

 6 日 野村 会員卓話 

13 日  例会取り止め(5-1-c) 

20 日 岩崎 会員卓話（杉山会員） 

27 日 上野 講師卓話（狭山警察署長） 

入間ロータリークラブ週報        Club Bulletin 



回覧、配布物 

① 7/ 8(水)米山記念館訪問参加募集表 

② 7/23(木)ガバナー公式訪問出欠表 

③ 7/30(木)新旧役員慰労・激励会 

    出席表彰出欠表 

④ 8/ 6(木)納涼会（とうふ屋・うかい）出欠表 

⑤ ＲＩ第 2570 地区 2008-09 年度日豪青年相互

訪問派遣団員報告書 

⑥ ＲＩ第 2570 地区Ｒ財団学友会だより VOL.17 

例会変更 

入間南ＲＣ7/28(火)入間基地納涼花火大会に

参加 8/4(火)→8/2(日)インターアクト年次大 

会に振替 8/11(火)例会取り止め 8/25(火)ガバ

ナー公式訪問 

所沢ＲＣ7/28(火)移動例会（所沢パークホテ

ル）8/11(火)ガバナー公式訪問 8/18(火)休会

8/25(火)→8/22(土)納涼大会に振替（西武園） 

飯能ＲＣ7/22(水)夜間例会（飯能プリンスホテ

ル）8/5(水)ガバナー補佐訪問 8/12(水)休会

8/19(火)ガバナー公式訪問 

会報回覧 

所沢中央ＲＣ 狭山ＲＣ  

今月のお祝い 

会員誕生 齋藤 金作君 齊藤福太郎君  
吉永 章子君  

夫人誕生 石川 桂子様 野村喜久子様 
結婚記念 吉沢 誠十君 

 

齊藤福太郎会員よりお礼の挨拶 

私は昭和

40 年 7 月 1

日、40 才で

入会致しま

した。その後

44 人の歴代

会長を見て

きました。今

年度の細淵

会長は 51 代目の会長ですが、非常に人の心を大

切にする、人間味豊かな方だと思います。どうか

この一年頑張って頂き、50 周年事業が盛大に開

催されますよう、心からご祈念申し上げます。 

ビジター・ゲスト 

米山奨学生    コチャワン・パッタマー様 

委員長報告 

会報委員会         粕谷康彦委員長 

 本日、会報用ファイルをお持ち帰り下さい。 

昨年度会報第43号に杉山会員のお宅に35年前

の交換留学生が訪ねて来られた記事が掲載され

ていますのでご覧下さい。 

各委員会委員長報告は必ず文書での提出をお

願い致します。 

親睦活動委員会       滝沢文夫委員長 

 今年１年親睦活動委員長を務めさせて頂きま

す。どうぞ宜しくお願い致します。 

 8/6(木)八王子・とうふ屋うかいにて暑気払い

を計画していますので是非浴衣を着てご参加下

さい。 

プログラム委員会      上野弘勝委員長 

 来週は第 2 回クラブ協議会で四大奉仕委員長

による年度計画の発表です。7/16 はガバナー補

佐訪問、7/23 はガバナー公式訪問で会場は武蔵

クラブですのでお間違えのないようにお願い致

します。7/30 は新旧役員慰労・激励会で 6:30 点

鐘、会場は魚いちです。8/6 は通常例会に変更に

なりました。8/20 は杉山会員による会員卓話、

8/27 は狭山警察署長にお越し頂きます。 

 今年度は各委員会に順番で卓話をお願い致し

ますので、宜しくお願い致します。 

ニコニコＢＯＸ      西山祐三ＳＡＡ 

細淵克則君、山岸義弘君、西山祐三君、平岡勲

一郎君、宮寺成人君、友野政彦君、加藤国夫君、

吉永章子君～一年間宜しくお願いします。平岡達

也君、繁田昌利君、滝沢文夫君～新役員の皆様の

ご活躍をお祈り致します。頑張って下さい。齊藤

福太郎君、晝間和弘君、友野政彦君、野村信一君、

森田英郎君、山根宏夫君、石川嘉彦君、大野賢次

君、細淵克則君、山岸義彦君、関谷永久君、忽滑

谷明君、宅見允君、繁田光君、齋藤栄作君、西山

祐三君、吉沢誠十君、上野弘勝君、吉永章子君～

加藤さん写真ありがとう。加藤国夫君～美人に囲

まれた写真が会報に掲載されました。西山祐三君

～息子・娘共々男の子が誕生しました。 
本日¥74,000 

出席委員会          繁田光委員長 
会員数 出席数 出席率 前回修正率

43 名 35 名 85/3％ 81.4％ 

＊事前欠席連絡 3 名 

細淵克則会長挨拶 

 私が入間ＲＣに入会しましたのは平成9年9月

4日、今から 12 年程前です。その時私は 43 才で

したが、会長というのは人格に優れ、人望があり

経営者とし

ても優秀で

雲の上の人

…そういう

イメージが

あり、今でも

その気持ち

は変わりま

せん。私はど

んな役でも

断らない主義ですが、さすがにロータリークラブ

の会長、しかも 50 周年事業の年度であることに

プレッシャーを感じ悩みました。その時、当時の

指名委員長の石川パストガバナーが「そんなに気

負うことはない、会長は担ぎ上げられればいいん

だよ。クラブメンバーが盛り立ててくれるからそ

の上に乗っかっていればいいんだよ。僕も一生懸

命手伝うよ。」そう言って下さいました。 



 今年度入間ＲＣは 43 名でスタートしました。

私は例会毎に、皆さん１人１人の貴重な 1時間を

頂くのです。ＩＭ・地区大会・旅行等を含め 50

回程の例会の 43 人分＝2150 時間を頂くのです。

これを 8 時間労働に換算すると約 269 日分です。

私はロータリーの為に、皆さんの為に 269 日分働

いてお返しをしなければなりません。ですから私

には、毎回の 1時間を、皆さんが来て良かったと

思えるような、有意義な時間にする義務がありま

す。また皆さんも例会に来て得るものがあったな

ら、その 50 時間分をクラブの皆さんにお返しし

て下さい。「クラブは皆さんの為に、皆さんはク

ラブの為に」という気持ちでお願いしたいと思い

ます。今年度、各専門委員会に 1～3 回の例会企

画を出して頂きます。それによって家庭集会を開

き、クラブの為に時間を使うことになると思いま

す。お互いが提供し合う…そんなクラブ運営をし

て行きたいと思います。そして 50 時間のうちの

半分、25 時間程を 50 周年事業にご協力頂をお願

い致します。 

100 年続いてきたロータリー活動、これは 1つ

1つの鎖が繋がって来たもので、年々鎖の和を太

くし次世代に繋げていかなければなりません。こ

れは今年皆さんが、どれだけの努力を、またどれ

だけの奉仕活動をしてくれるかということにか

かっています。100 年前、ロータリー発祥の地シ

カゴは経済的に困窮し、失業者も多く治安も悪か

った…そんな中でロータリーが 100 年続いて来

たということは、綱領の素晴らしさと奉仕活動に

あるのではないかと思います。 

今年度地区テーマは「今を大事に」です。今日

ここにいらっしゃる皆さんは、少なくともハロー

ワークに並んでいる方よりは恵まれた方々だと

思います。恵まれた方々だからこそ多少の時間が

あるはずです。その恵まれた時間を使わないので

は生きている価値がないのでは…と加藤ガバナ

ーも仰ってます。皆さんの 50 時間を使うのは、

私の為であり、皆さんの為であり、地区の為であ

りそしてＲＩの為です。 後に会長の決意としま

して、何があろうと今年１年は皆さんの為に尽く

す所存でありますので、どうぞご協力をお願い致

します。 

山岸義弘幹事挨拶 

4/26 に地

区協議会が

あり、そこか

ら幹事の仕

事がスター

トしました。

その前に「ク

ラブ幹事要

覧」という本

を渡されました。さすがに 100 年の歴史あるロー

タリーですので、色々なツールはきちんと出来て

います。幹事の責務として 初に書いてあるのは

「クラブが効果的に機能するように援助する」と

いうことです。会長を支えながらクラブの皆さん

が快適に楽しく、クラブライフをエンジョイ出来

るように心がけるのが一番大切なことと理解し

ています。 

今年は11月に50周年事業が予定されています。

歴史と伝統ある入間ＲＣですので、杉山会員他、

大先輩方に喜んで頂ける良い式典となるよう、全

力で頑張って行きたいと思います。ご協力の程宜

しくお願い致します。 

西山祐三ＳＡＡ挨拶 

 ＳＡＡの

活動方針と

して「全ての

会合がスム

ーズに進行

することが

会場監督の

任務であり

ます。したが

いまして例会場に早めに赴き、ゲスト及びビジタ

ーの接待、会場の設営等を行う」となっています。

私は今年度は 11 時に来て準備等を行いたいと考

えています。ＳＡＡとして会合をスムーズに進行

させるのが任務ですので、時には鬼軍曹にならな

ければいけないと思いますが、私は会社内では

「仏の西山」で通っておりますので、なかなか鬼

になりきれるか心配です。たぶん鬼になる必要な

どないと思いますが…。 

1 年間どうぞ宜しくお願い致します。 

 

山岸幹事 細淵会長 平岡会長エレクト 西山ＳＡＡ 

 

 

 

 

 

 

 

タイトル部分の写真は、タイの風景です。 
    会報委員会（粕谷 齋藤 小田） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ＲＩ会長：ジョン・ケニー        ＲＩ第 2570 地区ガバナー：加藤 玄静 

■例会日：木曜日 12：30～13：30   ■例会場：丸広百貨店入間店６Ｆ バンケット・ホール  Tel.04-2963-1111 

■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 

■会長：細淵 克則 幹事：山岸 義弘 会報委員長：粕谷 康彦 Email：iruma－rc＠jupiter.plala.or.jp  
第 ２ 号 ２５６０ 回例会 ２００９年 ７月 ９日（木）   当番 西山 祐三  君

 

7 月は識字率向上月間 
会長の時間          細淵克則会長 
 6/30 に退会されました白水会員の代わりに摂

田会員が快く雑誌委員長を引き受けて下さいま

した。宜しくお願い致します。 
 当クラブから地区に出向して頂いている方々

の委嘱状が届いておりますので、改めてご紹介さ

せて頂きます。 
＊石川嘉彦会員 （諮問委員・地区研修リーダ

ー・危機管理委員会） 
＊平岡達也会員 （職業倫理委員長） 
＊繁田昌利会員 （財務委員） 
＊水村雅啓会員 （会員増強委員） 
＊岩崎茂会員  （職業奉仕委員） 
＊吉永章子会員 （米山奨学推進委員） 
＊平岡勲一郎会員（ＧＳＥ委員） 
こちらの皆さんが今年度 1 年間地区で活躍され 
ます。どうぞ宜しくお願い致します。 
 昨日 50 周年記念事業部門の繁田委員長・諸井 
会員・加藤会員・滝沢会員・繁田光会員と共に、 
米山梅吉記念館に行って参りました。ポール・ハ 
リスが来日した記念に植樹した月桂樹を 55 周年 
か 60 周年には記念事業として植樹出来ればと思 
い、その枝を頂いて参りました。 
 この月桂樹は昭和 10 年にポール・ハリス来日 
記念として帝国ホテルに植樹をされました。その 
後ホテル取り壊しのため移植を余儀なくされま 
したが既に樹勢が衰え、かなり悪い状態でした 
が、何とか保存したいと第一生命の矢野一郎さん 
に相談したそうです。この方は 23 年間第一生命 
の社長を務められ、その間生命保険協会会長を 8 
年間努めるなど、生命保険事業発展の基礎を築い 
た人物です。また昭和 27 年に皆さんごよく存知 
の「手に手つないで」、37 年には「それでこそロ 
ータリー」を作詩作曲し、昭和 35 年に東京ＲＣ 
第 41 代会長に就任された方です。 
 矢野さんは東京帝国大学の農学部出身で、色々 
な関係者に相談し、遂に 7 本の活着に成功したの 
です。移植と同時に枝木を切って挿し木した 100 
本のうち 7 本だけが活着したのです。親木は枯死 

 
しましたが、その枯死した親木の根元の部分で点 
鐘用の木槌を 2 本作り、1 本はアメリカのシカゴ 
ＲＣ本部に、もう 1 本は東京ＲＣに寄贈しました。 
この時活着した 7 本のうち 4 本は要請により、各 
地のロータリアンゆかりの場所に移植されてい 
ます。この 4 本のうちの 1 本が米山梅吉記念館に 
移植され、昨日枝を頂いて来た木です。こちら 
の木の状態もあまり良い状態ではないので、挿し 
木に成功するよう、諸井会員に頑張って頂きたい 
と思います。 
 米山記念館を後に、三島大社にて 50 周年記念 
事業が成功するよう、皆で参拝をして参りました。 
幹事報告          山岸義弘幹事 

① 各分担金の件（ＲＩ分担金・規定審議会費・

地区分担金・会長幹事会費 他） 

② 7/15 入間市交通安全推進協議会 夏の交通

安全防止運動出陣式→会長・ＳＡＡ出席 

③ 武蔵クラブ駐車場工事の件 

④ 8/20(木)例会場変更の件→後日連絡 

⑤ 金浦ＲＣより新会長の連絡 

  マッチング・グランドの件 

⑥ 事務所のＰＣメール復旧の件 

回覧、配布物 

① 岩崎年度 終例会会計報告書 

② 平成 21 年度入間ＲＣ体験活動受入可能 

事業所リスト 

③ 7/23(木)ガバナー公式訪問出欠表 

④ 7/30(木)新旧役員慰労・激励会出欠表 

⑤ 8/ 2(日)第 43 回インターアクトクラブ年次

大会出欠表 

⑥ 8/ 6(木)納涼会（とうふ屋・うかい）出欠表 

⑦ 入間ＲＣ会員名簿訂正表 

⑧ 第 43 回インターアクトクラブ年次大会開催

のご案内 

⑨ 埼玉県交通安全対策協議会 夏の交通事故

防止運動実施要綱 

例会変更 

新所沢ＲＣ7/28(火)移動例会（スターティング

パーティー）8/11(火)会員・家族親睦会へ振替

8/18(火)例会取り止め(定款 6-1-c)8/25(火)ガ

入間ロータリークラブ週報        Club Bulletin 



バナー補佐訪問 9/1(火)ガバナー公式訪問

9/22(火)法定休日 9/29(火)移動例会 

新狭山ＲＣ7/6(月)1000 回記念例会 7/20(月)

法定休日 8/3(月)納涼例会 

日高ＲＣ7/7(火)夜間例会（於：はしば）

7/28(火)ガバナー補佐訪問8/4(火)ガバナー公

式訪問 9/22(火)法定休日 

会報回覧   飯能ＲＣ  

ビジター・ゲスト 

入間南ＲＣ     会長  荻野靜次様 

〃       幹事  石川伸一様 

入間南ＲＣも 20 周年行事に向け、実行委員会を

立ち上げるところです。今年度 1年、皆様のご指

導を頂きながら頑張って行きますので宜しくお

願い致します。       （荻野靜次会長） 

 会長と一心同体、1年間やって参ります。分か

らないことだらけですが、皆様のご指導・ご支援

を頂きながら頑張りますので、宜しくお願い致し

ます。           （石川伸一幹事） 

委員長報告 

50 周年記念事業部門委員会  繁田昌利委員長 

 7/8 に入間ロータリー有志 7名にて、米山記念

館に行って参りました。ポール・ハリスが 1935

年2月9日に来日した際に植樹した月桂樹の枝を

分けて頂き、入間に移植したいと思います。諸井

会員によると「長い年月で相当傷んでいるので、

挿し木として成長するかどうか分かりませんが

努力してみます」とのことです。詳しくは米山記

念館館報を回覧しましたのでお読み下さい。 

 7/16(木)に防犯灯メーカー「カガツウ」が説明

に来ます。 

会報委員会         粕谷康彦委員長 

 委員長報告用の用紙を作成しましたので、報告

内容等をご記入の上、例会終了後に会報担当まで

お渡し下さい。 

親睦活動委員会       滝沢文夫委員長 

 7/30 の例会の会場は「魚いち」、例会後は新旧

役員慰労・激励会です。8/ 6 は八王子「とうふ

屋・うかい」にて浴衣の夜を楽しみましょう。皆

様是非ご参加下さい。9/24 は入間南ＲＣとの合

同例会（夜間）ですが、日中は入間ＲＣ主催ゴル

フコンペを予定しています。 

 本日各テーブルに、米山記念館に行った際に立

ち寄った三島大社にて購入（加藤会員）の「福太

郎餅」をお配りしましたので、皆様どうぞお召し

上がり下さい。 

雑誌委員会       摂田順一委員長代行 

 横のページ P5～7 に今年度のＲＩテーマ「ロー

タリーの未来はあなたの手の中に」に関するジョ

ン・ケニーＲＩ会長のメッセージが掲載されてい

ます。P24 には第 2570 地区 加藤玄靜ガバナーの

紹介記事が掲載されています。縦のページ P18 友

愛の広場に杉山定太郎会員の「わが人生」と題す

る文が掲載され、長命に関する秘訣が 6項目に渡

り紹介されております。会員の皆様も実行されて

はいかがでしょうか。P2 には今や世界の重要課

題である地球環境問題の記事がトップで掲載さ

れております。 

社会奉仕委員会       加藤国夫委員長 

 高校生の社会体験活動について、協力企業の皆

様にはご協力ありがとうございます。 

世界社会奉仕委員会     齋藤栄作委員長 

 年度計画書 P45 に掲載されている活動方針・活

動計画に副って 8/2 入間南ＲＣにて開催される

第 43 回インターアクトクラブ年次大会に、是非

皆様に参加して頂きたくお願い申し上げます。 

ニコニコＢＯＸ      西山祐三ＳＡＡ 

荻野靜次様、石川伸一様（入間南ＲＣ）～初め

て訪問しました。一年間宜しくお願い致します。

細淵克則君、山岸義弘君、平岡勲一郎君、西山祐

三君、齋藤栄作君～荻野会長、石川幹事ようこそ。

一年間宜しくお願い致します。齊藤福太郎君～会

報に掲載されました。福太郎餅ありがとう。繁田

昌利君～50 周年記念事業として、7 名で米山記念

館へ月桂樹の枝を採りに行って参りました。挿し

木に成功するよう、お祈り下さい。岩崎茂君～加

藤さん写真ありがとう。 
本日¥13,000   累計¥87,000 

出席委員会         繁田光委員長 
会員数 出席数 出席率 前回修正率

43 名 30 名 71.4％ 80.5％ 

＊事前欠席連絡 8 名 

―第 2 回クラブ協議会― 
＜四大奉仕委員長年度計画発表＞ 

クラブ奉仕委員会      宮寺成人委員長 

 クラブ奉仕委員長

として 1 年間宜しく

お願いします。会長

は家庭を顧みずに活

動をするそうですが、

私はそれなりに活動

致しますのでご理解

をお願い致します。 

 活動方針としては

「各事業が 50 周年記念事業のつもりで実施す

る」としました。50 年の歴史と重みを感じ、100

周年の時には担当委員会がどうあるべきか等、委

員会事業を再考するのも良い機会ではないでし

ょうか。また、各委員会の活動は家庭集会から始

めて家庭集会の反省で終わるというような、委員

会メンバー全員参加型の方法により実施して頂

くよう、方針に挙げました。各委員会事業の中に

ロータリーの特徴、意義等があるからです。 



 活動計画としては、会長方針に委員会目標があ

り、そのいくつかを取り上げます。 

 第 1 回理事会中に新しい支出の件で予算書を

見ましたが、幹事から 236,000 円の予備費がある

と説明されました。しかし収入が 44 人で予算組

をしていたので、雑誌委員長の年度末での急な退

会により 43 人スタートとなり、予備費は 6,000

円のみでした。この対応として増強が急務だと、

吉沢会員増強委員長に速やかな活動開始のお願

いをしました。 

 会員増強の結果として、新入会員の推薦から職

業分類委員会の審査、会員選考委員会の資格審査

をパスし、登録後情報委員会の研修を受けます。 

 会員選考委員会の計画は新入会員の選考の方

法が細かく書かれ、とても解り易くなっています。

また選考基準の一つとして 4 つのテストを掲げ

てあるのも興味深いところです。 

 親睦委員会は活動し易い活動を検討頂き、ロー

タリー美術館は入間ＲＣの誇る委員会なので継

続させるため、この数年間特に美術品は買い時で

すので、会員は購入の協力をお願いします。出席

委員会は出席率の悪い人の行動地域を聞き出し、

メーキャップ出来る例会場の情報提供をお願い

します。プログラム委員会は特にクラブ協議会

（事業計画とその反省）を重要視し、会報委員会

は入間ＲＣの例会情報ですので、発言者は原稿作

成により協力をして下さい。また、外部に対応す

るクラブ奉仕唯一の広報委員会は、その独自性を

発揮して頂くことを期待しましてクラブ奉仕委

員長の方針と活動計画の発表と致します。 

職業奉仕委員会       友野政彦委員長 

 職業奉仕は「目的

語」が明確な他の三

大奉仕部門とは明ら

かに異なります。つ

まりこの場合の「職

業」とは「クラブの

ために」「地域社会の

ために」「国際関係の

ために」といった目

的語ではありません。あくまでも職業の倫理的水

準を高めることが目的となります。 

 具体的に何をするかですが、4つのテストの唱

和（前年度同様第 3 例会での歌）、地区の出張講

師依頼、有名企業の社訓の紹介を考えております。 

1 年間宜しくお願い致します。 

社会奉仕委員会       加藤国夫委員長 

 活動方針及び活動計画については、年度計画書

に基づいて進めて参りたいと思います。 

 先ずはロータリーの基本的理念である奉仕活

動について、地域社会に密着した事業に積極的に

かかわり、地域発展のため他の事業体とも協力し

て実施して参りたいと思います。入間ＲＣとして、

相応しい事業活動を展開して参ります。また環境

問題についても、従来継続して行われている加治

丘陵保全活動に合わ

せて、環境問題をテ

ーマにした様々な地

域環境活動に相応し

い事業を実施して参

ります。地域発展に

より効果的な事業の

一つでもある「入間

万燈祭り」に参加協

力し、さらには、入

間ＲＣのＰＲ活動にも努めて参ります。 

国際奉仕委員会       吉永章子委員長 

 ●吉永章子・上野弘勝・晝間和弘 

【活動方針】地区、

クラブ会長の方針に

副って活動する。ロ

ータリーは親睦から

職業に目覚め社会奉

仕に展開し、ロータ

リーの第四奉仕部門

で、ついに「ロータ

リーの花」を咲かせ

ます。所属する四つ

の委員会の活動を通して自分の会社（仕事）や家

庭、地域、他国を良くする事を目的としてクラブ

の活動と財団を含むプロジェクトに参加し、国際

理解、親善、平和に貢献する。 

【活動目的】連絡を密に関連委員会をバックアッ

プ…ネパールの里親プロジェクトにはクラブ会

員全員参加…各委員会共、特別月間で卓話予定…

第 3690 地区金浦ＲＣとの友好を深める。マッチ

ング・グランドは成立次第遂行。 

①新世代委員会 

●齋藤栄作・浅見仁一郎・荒井正武 

地元レベルで指導的立場のロータリアンが関

与し青少年達が楽しく、又活発に活動出来るよう

支える委員会。残念ながら当クラブはスリーピン

グ状態であるがプログラムへの取り組みの可能

性を模索し、実現に向けて努力する。 

②世界社会奉仕委員会 

●後藤賢治・杉山定太郎・粕谷康彦 

ＷＣＳ事業は継続…カンボジアの地雷で被害

を受けた子ども達への義肢義足の支援…ネパー

ルに識字率向上のための学校建設…ミャンマー

文具支援等がある。 

③ロータリー財団委員会 

●松井秀男・齊藤福太郎・野村信一 

教育的プログラム（国際親善奨学生・ＧＳＥ等）

人道的補助金プログラム（地区補助金・マッチン

グ・グランド等）…ポリオ・プラス・プログラム。 

④米山奨学会 

●忽滑谷明・西山祐三 

 米山奨学会の理解と寄付目標の達成。 

一年間、どうぞ宜しくお願い致します。 
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タイトル部分の写真は、タイの風景です。会報委員会（粕谷 齋藤 小田） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ＲＩ会長：ジョン・ケニー        ＲＩ第 2570 地区ガバナー：加藤 玄静 

■例会日：木曜日 12：30～13：30   ■例会場：丸広百貨店入間店６Ｆ バンケット・ホール  Tel.04-2963-1111 

■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 

■会長：細淵 克則 幹事：山岸 義弘 会報委員長：粕谷 康彦 Email：iruma－rc＠jupiter.plala.or.jp  
第 ３ 号 ２５６１ 回例会 ２００９年 ７月 １６日（木）   当番  新井 格  君

 

7 月は識字率向上月間 
会長の時間          細淵克則会長 
 本日はガバナー補佐訪問、来週はガバナー公式

訪問です。公式訪問とは、アメリカの国際協議会

で 10 日間の研修を受けた加藤ガバナーが、ＲＩ

の方針・地区の方針を会員の皆さんにお伝えする、

大変大事な例会です。それと同時に我が入間クラ

ブの一年間の活動方針・計画等を報告する例会で

すので、是非 100%の出席をお願い致します。今

年度ガバナー公式訪問での年度計画発表では年

度計画書を読むのではなく、各専門委員会委員長

の言葉で、重点目標を要約して話して欲しいと言

われています。四大奉仕委員長は各専門委員会委

員長の出席確認を宜しくお願い致します。 
 今年度 7/1から入間ＲＣのホームページをリニ

ューアル致しました。今までのホームページとは

違い、動的な全く新しいものになりました。会報

もアップロードされますので、ホームページから

ダイレクトに閲覧することが出来ます。新入会員

を勧誘する時にもお役立て頂ければと思います。 
幹事報告          山岸義弘幹事 

① ポストインのお知らせ 

・会費納入のお願い 

・前年度事業参加費明細表 

・入間ＲＣ会員名簿 

② 第 2570 地区会員数・年齢一覧表を回覧しま

した。地区役員には配布してあります。 

③ 日台ロータリー親善会議参加ツアーのご案

内を回覧しています。 

④ ガバナー公式訪問について→日程表等全員

にＦＡＸします。 

⑤ 米山奨学普通寄付\2.000 

  Ｒ財団会員協力寄付 15$(レート\98) 

⑥ 白水さんよりゼリーを頂きました。 

⑦ 諸井会員よりカブトムシの提供。 

回覧、配布物 

① 7/23(木)ガバナー公式訪問出欠表 

② 7/30(木)新旧役員慰労・激励会出欠表 

③ 8/ 2(日)第 43 回インターアクトクラブ年次

大会出欠表 

 

④ 8/ 6(木)納涼会（とうふ屋・うかい）出欠表 

⑤ 2009 年第 2 回日台ロータリー親善会議参加

ツアーのご案内 

⑥ ハイライトよねやま 113 号 

⑦ 第 2570 地区会員数並びに会員年齢一覧表 

⑧ 入間ＲＣ会員名簿 

会報回覧 

狭山ＲＣ 狭山中央ＲＣ 新狭山ＲＣ 

所沢ＲＣ 入間南ＲＣ  

ビジター・ゲスト 

第 2570 地区 第 3グループ 

ガバナー補佐    佐藤信男様 

委員長報告 

会員増強委員会       吉沢誠十委員長 

 今年に入り 2名の退会者が出ました。新入会員

候補のご紹介を宜しくお願い致します。 

親睦活動委員会       滝沢文夫委員長 

 8/6 に八王子のとうふ屋・うかいにて納涼会を 

行います。浴衣着用の有無は問いませんので多数

のご参加をお願い致します。 

環境保全委員会       諸井克彦委員長 

 先日米山記念館にて頂いてきました月桂樹の

枝を挿し木しましたので、例会終了後時間のある

方は是非見学に来て下さい。 

 恒例のカブトムシをお持ちしました。長く飼う

為には雄雌を一緒にせず、暑さに弱いので日陰で

飼育して下さい。もし孵化させてみたい方は独自

のマニュアルがありますので差し上げます。 

米山奨学会         忽滑谷明委員長 

 7/12(日)東松山・紫雲閣に於いて、第 1回「米

山奨学部門セミナー」が開催され、吉永章子米山

奨学推進委員・石川嘉彦危機管理委員会委員と共

に出席して参りました。加藤ガバナー他のご挨拶

の後、今年度米山奨学部門の方針と活動について

と米山奨学生による自己紹介がありました。当ク

ラブのコチャワン・パッタマーさんも大変素晴ら

しいスピーチを行いました。 

50 周年記念事業部門委員会  繁田昌利委員長 

 50 周年の防犯灯について、メーカーの「かが

つう」に説明をして頂きました。また入間市防犯

入間ロータリークラブ週報        Club Bulletin 



 
 
 
明治の世になってから政治体制は

大きく変わったが、国民の生活は急に

改まらない。女子の結婚年齢は 17～
18 才が普通だった。産児制限等知ら

ない時代は、子供を産む年齢は 20 才

位で、堕胎罪もあった。 
嫁よりも姑の方が後にお産をする

時があり、叔父より甥の方が年上だっ

たり、叔母より姪の方が年上だったり

した例があった。今日ではそうした例

は絶対にないだろう。 

課の職員 3名が出席し、高橋課長よりご挨拶を頂

きました。 

ニコニコＢＯＸ      西山祐三ＳＡＡ 

佐藤信男様～第 3 グループガバナー補佐とし

て第 1 号の訪問です。石川山治君～佐藤ガバナー

補佐の健闘を祈ります。細淵克則君、山岸義弘君、

西山祐三君、平岡達也君、関根靖郎君、吉沢誠十

君、岩崎茂君～佐藤ガバナー補佐ようこそ。石川

山治君～細淵会長・山岸幹事の活躍をお祈りしま

す。繁田昌利君～50 周年防犯灯の説明をします。

クラブタイを忘れました。石川嘉彦君～諸井さん

カブトムシをありがとう。孫が喜びます。白水翠

様～大変お世話になりました。 
本日¥20.544   累計 107,544 

出席委員会         繁田光委員長 
会員数 出席数 出席率 前回修正率

43 名 38 名 88.3％ 85.3％ 

＊事前欠席連絡 2 名  

 

―講師卓話― 

第 2570 地区 第 3 グループ 

ガバナー補佐    佐藤信男様 

「職業奉仕について」 

本日、尊敬

する入間ク

ラブを訪問

し卓話の時

間を頂ける

ことは幾重

にも光栄に

存じます。  

浅学非才

な私をこの

歴史ある第2570地区 第3グループのガバナー補

佐に推挙頂き、心より感謝しております。当初は

果たして私に務まるのかと自問自答しましたが、

誰かが果たさなければと思い決心しました。受け

た以上は全身全霊を傾注し、ガバナーを補佐する

つもりですのでご協力宜しくお願い致します。 

2009-10 年度ＲＩ会長ジョン・ケニーは私たち

に『ロータリーの未来はあなたの手の中に』とい

う、分かりやすいメッセージを発信されました。

ロータリーの効果的な全てのプランは私たちの

手で行動し、受け継がなければなりません。また

第 2570 地区の加藤玄靜ガバナーは私たちに『今

を大事に』という素晴らしい言葉を発信されまし

た。ＲＩのメッセージと加藤ガバナーのテーマは

誠に的を射ているものと感動しております。ガバ

ナーはことある毎に『ロータリーの要は職業奉仕

にある』と言われており、私も同感であり、日々

のロータリーライフを楽しんでおります。 

全ての職業はその職業の結果、効果的な生産活

動や生活設計を可能に出来るものであり、崇高な

ものであります。一般的に我々職業人は、己の事

よりもそれを利用する全ての人のために精魂込

めて命を吹き込み、世に出すのだと思います。ど

んな些細な物にでも命が宿っています。その命の

お陰で私たちは平和に暮らせるのです。そう考え

ると、職業は己以外の人のために為していること

が分かります。他人の職業に感謝しながら生活す

る時、自分の職業も世の為にしていることを忘れ

てはなりません。 

職業を通して社会に奉仕すると言っても、犠牲

を伴うものであっては決して長期的に続けるこ

とは出来ません。自分の職業を何より好きになる

ことが第１の条件でしょう。その職業を何より好

きになれば、必ず社会に奉仕したくなるはずです

し、不況の真っ直中でも乗り切れるはずです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タイトル部分の写真は、タイの風景です。 
会報委員会（粕谷 齋藤 小田） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ＲＩ会長：ジョン・ケニー        ＲＩ第 2570 地区ガバナー：加藤 玄静 

■例会日：木曜日 12：30～13：30   ■例会場：丸広百貨店入間店６Ｆ バンケット・ホール  Tel.04-2963-1111 

■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 

■会長：細淵 克則 幹事：山岸 義弘 会報委員長：粕谷 康彦 Email：iruma－rc＠jupiter.plala.or.jp  
第 ４ 号 ２５６２ 回例会 ２００９年 ７月 ２３日（木）   当番 石川 山治  君
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会長の時間          細淵克則会長 
 

加藤ガバナー本日はようこそ入間ＲＣにお越し

頂きました。また佐藤ガバナー補佐には、2 週間

に渡りお越し頂きましてありがとうございます。

さて、本日会員の皆さんにはクラブのブレザー・

ネクタイの着用をお願いしました。しかし私自身

はクラブタイを着用しておりません。このネクタ

イは加藤ガバナーより頂いたものです。本日の公

式訪問は、私の年度の第一歩であり、また加藤ガ

バナーを心よりお迎えしたいという気持ちを込

めて締めて参りました。 
 公式訪問例会は、国際ロータリーの役員と公式

に接する大事な例会です。ガバナーは 10 日間余

り、サンディエゴの国際協議会で研修をお受けに

なりました。ガバナーによると、人生でこれ程勉

強したことはないとのお話で、長時間に渡り大変

過酷な研修のようでした。これはご自身のことは

もとより、ＲＩ会長の方針や各勉強会での結果等

を地区内の各クラブに伝達しなければならない

義務があるので、相当なプレッシャーがかかった

為かもしれません。 
 本日はガバナーより、ＲＩの方針及び地区の方

針をお聞きし、私をはじめとする各専門委員会の

方針をガバナーにお伝えすると同時に、ご指導を

受けたいと思います。第 3 グループで 1 番目の公

式訪問です。12 クラブを訪問後「やっぱり入間

が 1 番だった」と思って頂けるような意義のある

公式訪問にしたいと思います。 
 最後にガバナーのお人柄について一言、石川年

度のＰＥＴＳ、東松山・リコーの施設での一泊研

修で、手伝いをしていた私に気が付かれ「ご苦労

様」の一言を掛けて下さいました。このような気

遣いをされる心優しいガバナーですので、きっと

良い総評をして頂けると信じています。 
 

幹事報告           山岸義弘幹事 

① 7/22(水)地区交流研修会 会長幹事・岩崎前

会長・齋藤新世代部門委員長出席 

② 8/2(日)インターアクト年次大会 10名参加

予定 

③ 8/20 例会→さくら草ホール 
 

ビジター・ゲスト 

ＲＩ第 2570 地区ガバナー 

本庄ＲＣ    加藤玄靜様 

第 3グループガバナー補佐 

狭山ＲＣ    佐藤信男様 

地区研修委員長 本庄南ＲＣ   浅田 進様 

地区副幹事   本庄ＲＣ    坂本雄一様 

傘寿のお祝い         齋藤金作会員 

本日は傘寿のお祝いを頂き誠にありがとうござ

います。先程ガバナーが言われましたように私も

一歩一歩「今を大事に」して行きたいと思います。 

委員長報告 

親睦活動委員会       滝沢文夫委員長 

 7/30 は「魚いち」にて夜間例会、新旧役員慰

労・激励会及び出席表彰です。 

世界社会奉仕委員会     齋藤栄作委員長 

 7/22 産業文化センターに於いて、地域交流研

修会が開催されました。これは一昨年入間ＲＣが

主軸となり立ち上げ、入間市の子ども達の為に何

が出来るのかを教育幹部の皆様と考える会です。 

 7/7～9 市内 11 中学校、1,423 名の中学生が参

加する社会体験チャレンジ事業が開催されまし

た。協力事業所の皆様ありがとうございました。 

 8/2(日)入間南ＲＣ主催、インターアクト年次

大会が開催されます。10:30～石川パストガバナ

ーの基調講演がありますのでご参加宜しくお願

い致します。 

ニコニコＢＯＸ      西山祐三ＳＡＡ 

杉山定太郎君、石川嘉彦君、平岡達也君、繁田

昌利君、細淵克則君、山岸義彦君、西山祐三君、

岩崎茂君、野村信一君、齋藤栄作君、新井格君～

加藤ガバナーようこそいらっしゃいました。齋藤

金作君～傘寿のお祝いありがとう。年度初めに欠

席を続け申し訳ありません。友野政彦君～7/19
職業奉仕セミナー、渋滞予測出来ず遅刻して申し

訳ありません。西山祐三君、宅見允君～諸井さん

カブトムシありがとう。 
本日¥24,000   累計¥131,544 

出席委員会         繁田光委員長 
会員数 出席数 出席率 前回修正率

43 名 39 名 92.9％ 73.8％ 

＊事前欠席連絡 4 名 



―講師卓話― 

第 2570 地区ガバナー       加藤玄靜様 

      

こちらのクラブを訪問するのは 26 年間で初めて

です。もっと早く訪問の機会があれば良かったと

思います。クラブにはクラブの「顔」があり、会

員の方と接すると、そのクラブの様子が非常によ

く分かります。先程の細淵会長の挨拶の中で、リ

コー一泊二日の研修のお話が出ましたが、よく覚

えておいでだと関心致しました。人間というのは、

言った方は忘れてしまいますが、言われた方は覚

えているものです。石川年度の会長エレクト研修

会の時、私がクラブ奉仕部門を担当させて頂き、

その時のマメで忠実な地区副幹事が細淵会長で

した。このような研修会がきちんと出来るのは影

の力があってこそ…そういう気持ちがあったの

で声を掛けたのだと思います。今年は世の経済情

勢と地区の財政状況、また各クラブに負担をかけ

ないことを考え、飯能の能仁寺にて行うことを決

め、石川研修リーダーと浅田研修委員長と共にカ

リキュラムを組みました。しかし一泊二日でやる

べきことを一日でというのは説明を飛ばすこと

もあるし、どうしても中味が薄くなります。そこ

で各グループ毎に補講を行って頂きました。 

 私の一年間の目標は、ＲＩの唯一の役員である

私がいち早く情報を提供し、分かり易く説明しク

ラブ支援をしていくということを第一に打ち出

しました。その次に職業倫理の確立です。サンデ

ィエゴで開かれた国際協議会、9回の本会議と 13

回のセッションの中で出てきたのは会員増強問

題・職業奉仕の問題・ビルゲイツ問題です。やは

り私の考えは間違っておらず、ＲＩが出来ないき

めの細かいクラブ支援と職業奉仕を考えなけれ

ば、我々の家庭・職業・クラブの存続は無いのだ

と学習して帰国しました。その後各クラブから聞

こえて来るのは会員の減少（予算の減少）でした。

しかしその時はあまり大きな変動はないだろう

と、1900 名で地区の予算を立てました。ところ

が年度が明けた 7/1 の地区の会員数は 1856 名で

した。44 名×30,000 円分少ないのですからこれ

は各クラブだけの問題ではなく、地区としても深

刻な状況なのです。日本には 34 地区あり 34 人の

ガバナーがおります。そのうち 17 名が事業者で

あとの 17 名のうち 7 名が医師、弁護士・公認会

計士が 3 名、教育者が 3 名、お寺が 3 名でした。

34 名のガバナーのうち半分まで、今まであまり

ロータリーに入っていなかった業種の方が占め

ているのです。今の世の中がいかに厳しい状況な

のかよく分かります。会員増強をしても商人の入

会者はなかなかおりません。我が本庄ＲＣでも商

人は 1人しかおらず、医師・外から来た色々な企

業の方が多く元々の本庄生まれの方が少ない為、

地元に密着した事業が出来ません。 

 私は自分の組織の中に四大奉仕を全面に押し

出します。各クラブがＣＬＰを採用しても、地区

はＤＬＰという形を取ります。ガバナーがいてガ

バナー補佐を作り、地区研修リーダーの下に研修

委員会を作って、地区内のクラブにきめの細かい

支援を徹底します。今年度の地区研修リーダーは

私の尊敬する石川パストガバナーです。これは順

番で廻って来るので、私がお願いしたいと思って

も指名出来るものではありません。しかし同期の

ガバナー補佐という縁で、石川さんがガバナーの

時に私がクラブ奉仕委員長を任命され、巡り巡っ

て私の年度の研修リーダーが石川さんとは良い

縁に恵まれたということです。皆さんも入間ＲＣ

を縁として、これだけの方々と知り合えたのです。

私の時代は一業種一人制ですから、4連続欠席で

席が無くなる、ロータリーの友を読まなければい

けない等厳しい制約がありました。しかし私はこ

の厳しい制約を逆に誇りに感じていました。 

バブル期の少し前から会員拡大・増強が盛んに

なり会員が増えましたが、私の経験上推薦会員や

顧問が良いお手本にならない場合が多々ありま

す。クラブの本に色々な情報やリーダーシップ論

が書かれていますが、クラブや地区の中で目標と

なるリーダーを見つけ、その方の行動や言動を自

分のものとすることが早道だと思います。そのよ

うなことを先程若い会員さん達にお話しさせて

頂きました。私が皆さんとお話出来るのは公式訪

問だけですがこのような公式な場ではなく、炉辺

会合や集会で新しい会員さん達と機会を持ちた

いと思います。そしてロータリーでの 26 年間の

経験や現状認識、ロータリアンになった自覚等を

説いて歩きたいと思っています。 

 ロータリアンの皆さんは、今まで培い得たもの

を人に教え自分で実践して下さい。仏教上、一番

ケチな人間はお寺が本堂を造る時に寄付をしな

い人間ではなく、知識・智恵を持っているのに他

人に教えない人間です。3年未満で辞めていく会

員に対して推薦会員や顧問が実践をしなかった

ツケが 1856 名という会員の減少に繋がっている

のだと思います。今後会員増強に当たって「ロー

タリーとは？」という問いに対する答えは自分自

身の実践から、また言葉で表現出来なければ事業

の報告等でお話して下さい。自分の家庭と仕事の

土台である地域社会を見直し、そして基盤を確立

し余力は世界へ持って行って頂きたい…そのよ

うなことを期待致します。 



―第 3 回クラブ協議会― 

会長方針           細淵克則会長 

 今年度私は「クラブは皆さんの為に、皆さんは

クラブの為に」という方針で進めさせて頂きます。

今日皆さんはこの公式訪問に 10時半～16時まで

という貴重な時間を費やします。それに対して私

はそれ以上のお返しをしなければなりません。今

後皆さんが例会に出席して自分の為になったと

思ったら、その為になった時間をクラブの為に、

また地区・社会の為にお返しして頂きたいと思い

ます。今年度は各委員会（自分）が例会を担当し

ます。1時間の例会を無駄にしない為に家庭集会

等で有益な例会となるよう、企画して下さい。ロ

ータリーが 100 年続いている、入間クラブが 50

年続いているのは基本的方針である「綱領」の素

晴らしさ、またそれを実践する為の四大奉仕にあ

ると思います。もう一度原点に立ち、皆さんでク

ラブを作ることにより奉仕活動が出来るのです。

私が会長方針として書いた計画は、皆さんに行動

を起こして頂かないとただの「絵に描いた餅」に

なってしまいます。是非今年度 1年間のご協力を

お願い致します。 

クラブ奉仕委員会      宮寺成人委員長 

 今年は50周年記念事業の年ですので12委員会

の各事業を 50 周年の歴史の中で行う気持ちです。

活動の仕方は会長方針にある、家庭集会を基準と

し、参加することによりそれぞれの事業を再確認

して頂きます。特に今年度は会員増強純増 2名を

頑張りたいと思います。 

職業分類委員会       石川嘉彦委員長 

 当クラブの分類委員会は 3 年 3 人委員会です。

8/31 までに理事会にこの分類表を提出し、承認

を得ることになっております。分類表に空欄があ

るのは増強委員会を支援し、参考にする為です。

本年度は特に「元会員」「Ｒ財団学友」「社会奉仕

活動」の分類を増加しました。 

会員選考委員会       繁田昌利委員長 

 会員選考委員会はベテランの齊藤福太郎さん、

平岡達也さんが委員ですので安心しております。

会員選考は理事会より推薦書が送られて来たら、

入会者が入間ＲＣの定款第 7 条「会員身分」・第

1節「全般的資格条件」の審査を行い、理事会へ

回します。その時「4つのテスト」を参考資格条

件とします。 

会員増強委員会       吉沢誠十委員長 

 活動方針・活動計画は年度計画書の通りです。

細淵会長の方針に純増 2 名とはっきり書かれて

いますので、達成出来るように頑張りたいと思い

ます。 

ロータリー情報委員会    水村雅啓委員長 

 会員選考・会員増強の継続的な位置づけの中に

情報委員会があるのだと思います。入会者に対し

て入会後、ロータリーを理解して頂く為に数多く

お話をする機会を作りたいと思います。具体的に

は①新入会員及び年数の浅い会員を対象とした

勉強会を行う②7名の地区役員に例会の中でお話

をして頂く③週報の中にコラムを設けて情報を

流す④3月に特別プログラムを組む 

出席委員会          繁田光委員長 

 例会出席はロータリーの義務になっています

ので 100%達成しなければなりませんが、実際は

なかなか難しいと思います。メーキャップ・家庭

集会を奨励し、結果的に出席率が上がれば良いと

思います。 

会報委員会         粕谷康彦委員長 

＜活動方針＞ 

クラブ週報の刊行により、会員の親睦を深め広

報活動、会員増強に貢献する。 

例会や諸会合の活動状況を綿密に報告をし、会

員や地域情報、出席の向上を図り会報を発行する。 

＜活動計画＞ 

１．各会員の活動報告時には、文章による提出を

お願いする。 

２．クラブ活動、会員及び家族の方々の情報をも

含め幅広く収集し提供する。 

３．会員の皆様にあらゆる情報を提供して、わか

り易い会報にしたい。 

親睦活動委員会       滝沢文夫委員長 

 クラブ方針は入間ＲＣ細則第 9条より引用し 

てあります。会員間の友誼を増進し、諸活動への 

会員の参加を奨励しています。委員は 8名ですが、 

6 名が入会 3年未満の会員です。親睦活動により 

ロータリーに早く馴染むようにとの、会長のご配 

慮です。11/26(木)に 50 周年記念式典が開催され 

ます。加藤ガバナーご夫妻、佐藤ガバナー補佐ご 

夫妻には是非ご出席下さいますよう、宜しくお願 

い致します。 

雑誌委員会         摂田順一委員長 

 従来、ロータリアンの義務として①例会出席 

②会費の納入③「ロータリーの友」の購読が挙げ 

られています。この中で「ロータリーの友」の購 

読が他の 2つに比べて実行されているかどうか 

はっきりしません。そこで 1人でも多くの会員に 

1 ページでも多く読んで頂けるよう、会員の理解 

を深めたいと思います。雑誌委員会は、この目的 

を達成する為に努力して参ります。 

プログラム委員会      上野弘勝委員長  

 ＲＩは毎月強調事項を指定します。今年度は強 

調事項に該当する委員会に卓話をお願いします。 

特に会員の減少に歯止めを掛ける意味で会員増 

強委員会には頑張って頂きたいと思います。 

広報委員会         関谷永久委員長 

 活動方針・活動計画は年度計画書の通りです。 

ＲＩ会長の 7つの優先項目の 2つ目に「ロータリ 

ーに対する内外の認識と公共イメージを高める」 

とあります。このことが広報委員会の大きな仕事 

だと思いますのでインターネット・業界紙・ケー 

ブルテレビ等、色々なメディアを通して発信した 

いと思います。 

 



ロータリー美術館      山根宏夫委員長 

 各委員会から多数の作品が出品され充実した 

展示が出来、ガバナー・ガバナー補佐からも委員 

会の存在価値が認められました。今後の継続もま 

すます期待されますので、皆様のご協力を宜しく 

お願い致します。 

職業奉仕委員会       友野政彦委員長 

 職業奉仕は「目的語」が明確な他の三大奉仕部

門とは明らかに異なります。職業の倫理的水準を

高めることが目的となります。 

 具体的に何をするかですが、4つのテストの唱

和（前年度同様第 3 例会での歌）、地区の出張講

師依頼、有名企業の社訓の紹介を考えております。 

健康管理委員会       大野賢次委員長 

 活動方針・活動計画は年度計画書の通りです。  

健康管理には身体の健康と経済の健康、この 2 

つがあります。最近は健康への関心が高まってい 

ますが、食生活の変化、運動量の減少の為に生活 

習慣病が増加しています。１人１人のライフスタ 

イルに応じた健康作りが大切ですが、個人の努力 

だけでは健康を維持増進することは容易ではあ 

りません。入間市健康福祉センターにて、みんな 

で一緒に運動をしましょう。 

社会奉仕委員会       加藤国夫委員長 

活動方針・活動計画は年度計画書の通りです。 

この委員会には地域発展委員会と環境保全委員 

会の 2つがあり、協力をしながらより良い活動 

を進めて参ります。 

地域発展委員会        新井格委員長 

活動方針・活動計画は年度計画書の通りです。 

入間の茶園を舞台とするＴＢＳドラマ「夫婦道」、

宮寺の出雲祝神社を巡る映画「ホッタラケの島」、

さらには秋に開催される「全国お茶まつり」等、

今年は入間市を全国にＰＲする格好のチャンス

です。そこで地域発展委員会として、郷土“入間

市”と特産品である“狭山茶”をＰＲする為、各

種イベント等を通して情報発信を行うと共に地

域の美化清掃活動を支援して参ります。 

環境保全委員会       諸井克彦委員長 

 身近な環境問題を幅広く、楽しく行うことが大 

事なことだと思います。まず一般家庭ではエアコ 

ン・照明・節水等、エコドライブが必要と思われ 

ます。今問題になっている地球温暖のＣＯ２は大 

半が海で吸収されます。僅かながら樹木も吸収し 

ますが、そういう中で森が減少しつつあります。 

入間市にも僅かに平地林が残されています。人工 

的に森を作ると莫大な費用と時間がかかります。 

現存する森を守ってステップアップしていくこ

とが大事だと思います。 

国際奉仕委員会       吉永章子委員長 

＜活動方針＞ 

 地区、クラブ会長の方針に副うべく活動します。 

自分の会社（仕事）を通して家庭、地域、他国を 

良くすることを目的とし、特定分野の新世代部門、 

世界社会奉仕、ロータリー財団、米山奨学会等の 

委員会の活性化を図りクラブ活動と財団等のプ 

ロジェクトに参加して国際理解、親善、平和に貢 

献します。 

＜活動計画＞ 

新世代部門委員会・・実現に向けて努力する 

世界社会奉仕委員会・・①識字率向上プロジェク 

ト（ネパールの学校建設支援・ネパール奨学里親 

支援・ミャンマーの文具支援）②環境プロジェク 

ト（アフガニスタンカブール州の地雷で被害を受 

けた子ども達への支援）等ＲＩの継続事業の遂行 

ロータリー財団・・内容理解と寄付目標の達成 

米山奨学会・・内容理解と寄付目標の達成 

★特別月間で卓話予定★3690 地区金浦ＲＣとの 

マッチング・グランド（障害者リフト車輌の寄付） 

は成立次第遂行 

新世代部門委員会      齋藤栄作委員長 

 ジョン・ケニー会長は「ロータリーの未来はあ 

なたの手の中に」と国際ロータリーのテーマを決 

定しました。未来という言葉を聞くと私は「子ど 

も達・若者達」を連想します。加藤ガバナーは 8 

つの地区活動目標の 5つ目に「次代を担う新世 

代へのプログラムの充実を図る」と掲げています。 

しかし我がクラブでは 7～8年間、新世代へのプ 

ログラムを使用した活動が全く為されていませ 

ん。本年度は新世代の為のＲＩ常設プログラムで 

あるインターアクト・ローターアクト・ロータリ 

ー青少年指導育成プログラム（ＲＹＬＡ）・ロー 

タリー青少年交換プログラムを顕彰し理解する 

ことにより我がクラブの上記プログラムへの取 

り組みの可能性を模索し、実現に向けて努力しま 

す。まず初めに 8/2 私立狭山ヶ丘高校にて、入間 

南ＲＣの主催による新世代プログラム、インター 

アクト年次大会が開催されますので、委員会主催 

で参加し現実に顕彰して参ります。 

世界社会奉仕委員会    粕谷康彦会員代読 

 この委員会は国際奉仕の関連であり、世界に貢 

献することが使命であります。ユネスコ（世界寺 

子屋運動）への支援及び協力をします。ネパール 

の国は貧困であり、子ども達が学校にも通えない 

状態が続いています。子ども達が安心して学校に 

通えるよう、学校建設も含め支援していきたいと 

思います。年に数回の飢餓ランチにより、支援資 

金を調達します。 

ロータリー財団       松井秀男委員長 

 活動方針・活動計画は年度計画書の通りです。 

米山奨学会         忽滑谷明委員長 

 活動方針・活動計画は年度計画書の通りです。 

当クラブではコチャワン・パッタマーさんという 

女性の奨学生をお世話しています。同時に私がカ 

ウンセラーとして個人的なケアをしています。ま 

た会員の皆さんと友好を深めて頂きます。 

 

～加藤ガバナー・佐藤ガバナー補佐より 

それぞれ総評・講評を頂きました～ 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加藤ガバナーには出品者の説明と共に、作

品をお楽しみ頂きました。また同時に、ロ

ータリー美術館に対して高い評価を得る

ことが出来ました。 
 

タイトル部分の写真は、タイの風景です。 
    会報委員会（粕谷 齋藤 小田） 



会長の時間   細淵克則会長 
先日の公式訪問例会では、会員の皆様のご協力を

もちまして無事に終了することが出来ました。改め

て心より感謝申し上げます。例会終了後、会員の皆

さんはじめ加藤ガバナーからも「大変素晴らしい公

式訪問でした」との言葉を頂きました。また加藤ガ

バナーには 7/25 のクラブ奉仕セミナーの後にも、

再度お礼の言葉を掛けて頂きました。私は会長とし

て何もしていませんが、このような素晴らしい例会

が普通に出来てしまうのは、50 年という伝統に培わ

れた入間クラブの底力だと思います。 
最後になりましたが、岩崎会長・松井幹事、一年

間ご苦労様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ＲＩ会長：ジョン・ケニー        ＲＩ第 2570 地区ガバナー：加藤 玄静 

■例会日：木曜日 12：30～13：30   ■例会場：丸広百貨店入間店６Ｆ バンケット・ホール  Tel.04-2963-1111 

■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 

■会長：細淵 克則 幹事：山岸 義弘 会報委員長：粕谷 康彦 Email：iruma－rc＠jupiter.plala.or.jp  
第 ５ 号 ２５６３ 回例会 ２００９年 ７月 ３０日（木）   当番  滝沢 文夫  君

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告          山岸義弘幹事 

 8/2(日)インターアクト年次大会には入間ＲＣ

から 10 名の参加予定です。駐車場に限りがあり

ますので車を乗り合わせて行きたいと思います。 

 

委員長報告 

クラブ奉仕委員会      宮寺成人委員長 
 7/25(土)埼玉グランドホテル本庄に於いてクラ

ブ奉仕セミナーが開催され、細淵会長と共に出席

して参りました。 
 

出席委員会         繁田光委員長 
会員数 出席数 出席率 前回修正率

43 名 32 名 76.2％ 88.3％ 

＊事前欠席連絡 9 名 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

＜在籍表彰＞ 
摂田順一会員 （30 年） 

野村信一会員 （15 年） 

友野政彦会員 （10 年） 

後藤賢治会員 （ 5 年） 

松井秀男会員 （ 5 年） 

＜出席率 100%表彰＞ 
（ホームクラブ） 

岩崎 茂会員 

松井秀男会員 

滝沢文夫会員 

忽滑谷明会員 
 

入間ロータリークラブ週報        Club Bulletin 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タイトル部分の写真は、タイの風景 
   会報委員会（粕谷 齋藤 小田） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ＲＩ会長：ジョン・ケニー        ＲＩ第 2570 地区ガバナー：加藤 玄静 

■例会日：木曜日 12：30～13：30   ■例会場：丸広百貨店入間店６Ｆ バンケット・ホール  Tel.04-2963-1111 

■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 

■会長：細淵 克則 幹事：山岸 義弘 会報委員長：粕谷 康彦 Email：iruma－rc＠jupiter.plala.or.jp  
第 ６ 号 ２５６４  回例会 ２００９年 ８月 ６日（木）   当番 野村 信一 君

 
8 月は会員増強及び拡大月間 

9 月プログラム 

会長の時間          細淵克則会長 
 新しい会員の中

にはご存知無い方

もいるかと思いま

すが、圏央道入間

ＩＣ入口に交通標

語の入った入間Ｒ

Ｃの素晴らしい看

板があります。こ

の看板は、平岡達

也会長時代、社会

奉仕委員会（大野

委員長）で作られ

たものです。看板の建設に当たり、市役所・県・

道路公団と協議に協議を重ね、半年以上の時間を

費やし大変苦労して出来上がったものです。しか

しここ数年、周辺の樹木の枝に覆われ看板が目立

たなくなっていました。そこで、50 周年に当た

り大野 50 周年実行委員長が入間市役所前に移設

の計画を立てましたが、資金の工面が出来ず頓挫

してしまいました。私は、移設が無理ならせめて

ドライバーから看板が見えるように樹木の伐採

が出来ないかと考え、狭山警察鷲平署長に相談に

行きました。後日連絡があり、NEXCO 東日本の

手により処理して頂けることになり、7/28 に只今

回覧している写真のように立派に甦りました。 
 入間ＲＣは過去にも多くの看板や記念碑等を

寄贈しています。私たちは、先輩方が苦労して作

られたものをしっかりと守り、次世代に引き継い

で行かなければなりません。毎年ニコニコより予

算を計上してメンテナンスをしていくことが必

要であり、私たちの使命ではないでしょうか。 

 

幹事報告          山岸義弘幹事 

第 2回理事会報告 

＜協議事項＞ 

① 万燈まつり対応について→協賛金 10.000 円 

② 前年度決算報告→承認 

③ 石川山治会員出席免除申請→承認 

④ 8 月末・9月プログラムについて→承認 

⑤ 地区等の行事参加費・交通費の支払い範囲 

  参加費→クラブ負担 交通費→支給ナシ 

＜報告事項＞ 

① 7/25(土)第 1 回クラブ奉仕部門セミナー 

② 7/28(火)入間基地納涼祭 会長幹事出席 

③ 7/29(水)第 3 グループ会長幹事会 

④ 8/ 2(日)第 43 回インターアクト年次大会 

入間ＲＣより 10 名参加 

⑤ 8/14(土)・15(日)秩父音頭まつり 

⑥ 8/22(土)社会奉仕プロジェクト部門セミナー 

 

回覧、配布物 

① 11/26(木)入間ＲＣ50 周年記念式典出欠表 

② 2008-09 年度世界社会奉仕実績についての 

ご報告 

③ 日豪青年相互訪問団員候補者募集案内 

④ 入間市教育委員会 研修会ご指導のお礼 

⑤ 納涼祭のご案内 社会福祉法人 永仁会 

⑥ 学友会ニュース 2009 年 7 月号 

⑦ 茶の香めーる 平成 21 年度夏号 Vol.33 

例会変更 

所沢東ＲＣ7/30(木)→8/1(土)納涼例会に振替 

8/13(木)例会取り止め 8/20(木)夜間移動例会

ボ ーリング 大会 9/3( 木 )例 会取 り止め

9/24(木)夜間例会（セレス所沢） 

会報回覧 

所沢ＲＣ 所沢中央ＲＣ 

 

今月のお祝い 

会員誕生 森田 英郎君 

夫人誕生
齋藤 純江様  関根 保子様 
荒井 和子様 

 当番 内 容 

 3 日 大野  会員卓話 

10 日 小田 
講師卓話（日豪青少年委員会

大館委員長） 

17 日 粕谷 講師卓話 

24 日 加藤 入間南との合同例会 

入間ロータリークラブ週報        Club Bulletin 



ビジター・ゲスト 

第 2570 地区 新世代部門委員長 

東松山むさしＲＣ   野口健吉様 

委員長報告 

クラブ奉仕員会       宮寺成人委員長 

 8/27 卓話の講師が狭山警察署長から地区国際

奉仕部門委員長 茂木正様に変更になりました。 

9 月の例会プログラムは別紙の通りです。 

親睦委員会         滝沢文夫委員長 

 本日夜、八王子「とうふ屋・うかい」にて納涼

会を行います。参加の方は宜しくお願い致します。 

 9/24 は入間南ＲＣとの合同例会（夜間）です。

日中にゴルフ会の予定です。詳細については後日

ご連絡致します。 

雑誌委員会       摂田順一委員長代行 

 横のページ P4 に「ロータリーとは」と題して

ロータリーの基礎的なことが、P18 には米山奨学

事業の基礎知識が掲載されています。 

 縦のページ P2「未来の子どもたちへ」という

カンボジアの日本語教室の先生の記事が掲載さ

れています。また P14 ロータリー俳壇・歌壇・柳

壇の欄に入間南ＲＣ荻野会長と大野会員の作品

が掲載されていますのでご覧下さい。  

新世代部門委員会      齋藤栄作委員長 

 8/2(日)狭山ヶ丘高校にて、インターアクト年

次大会が開催され 10 名の方々にご参加頂きまし

た。当日石川パストガバナーの「お父さんからの

インターアクトへのメッセージ」という講演会も

ありました。高校生がロータリアンの如く受付・

案内・進行の挨拶等行っている姿には大いに感動

致しました。 

ニコニコＢＯＸ      西山祐三ＳＡＡ 

野口健吉様（東松山むさしＲＣ）～本日は卓話

に参りました。宜しくお願い致します。摂田順一

君、石川嘉彦君、細淵克則君、山岸義弘君、繁田

昌利君、齋藤栄作君～野口委員長ようこそ、卓話

宜しくお願い致します。齊藤福太郎君、宮寺成人

君、宅見允君、滝沢文夫君、平岡勲一郎君、西山

祐三君～加藤さん写真ありがとう。摂田順一君～

先週在籍 30 年の表彰を戴きました。野村信一君

～8/8 より運転代行（アポロ代行）を始めました

のでご利用下さい。 
本日\36,000   累計\167,544 

出席委員会         繁田光委員長 
会員数 出席数 出席率 前回修正率

43 名 28 名 72.5％ 92.9％ 

＊事前欠席連絡 11 名 

 

 

 

 

 

 

タイトル部分の写真は、イタリアの風景です。 
    会報委員会（粕谷 齋藤 小田） 

―講師卓話― 

第 2570 地区 新世代部門委員長 

東松山むさしＲＣ   野口健吉様 

 ホームペ

ージを拝見

させて頂い

たところ、今

年が 50 周年

とのこと、本

日伝統ある

入間ＲＣの

会員の皆様

の前で卓話

をさせて頂き光栄であると同時に、大変緊張して

おります。また石川パストガバナーの前ですので

特に緊張致します。実は石川年度の時に東松山む

さしＲＣの会長を仰せつかり、真下年度において

第 1 グループのガバナー補佐を務めさせて頂き

ました。そして加藤年度で部門委員長と、断り方

を知らない人間のようです。 

 新世代月間は毎年 9月に実施しております。新

世代とは14才から30才までの若い次世代を担う

青少年にロータリーが何かお手伝いすることで

す。新世代委員会には 4 つの委員会があります。 

１．アクト委員会 

a)インターアクト、主に高校生を対象に第2570

地区では 11 クラブがあり、8/2 に狭山ヶ丘

高校にて 160 人の生徒、ＲＣ会員が集まり、

盛大に年次大会が開催されました。顧問教師

会の話の中で、会員の減少に苦慮されている

話が出ており提唱クラブのサポートを依頼

したいと考えております。 

b)ローターアクト、大学生を中心に活躍されて

おり、現在 3クラブあります。各クラブ独自

の活動をしており、今後ますますの活動を期

待致します。 

２．青少年交換委員会 

国際理解と親善を促進するプログラムです。今 

年度は親善大使として 8人を派遣し、7人の留 

学生を受け入れます。既に数名の生徒が派遣先 

に出発しております。8月中には受け入れ学生 

も揃い 9月には日本の高校に入学します。地区 

から派遣された学生達で組織されたローテッ 

クスという組織がありますが、常に青少年交換 

委員会をサポートして頂き感謝しております。 

入間クＲＣでも是非卓話に呼んで頂きたいと 

思います。現在の問題点として、スポンサーク 

ラブ、ホームスティの確保が困難でありますの 

で、ご協力をお願い致します。 

３．ライラ委員会 

 インターアクト・ローターアクト・ローテック

ス・青少年交換留学生等の参加を得て、青少年

指導者養成研修会を 2010 年 3 月に開催する予

定で準備を進めております。詳細は後日ご連絡

致しますので、多数のご出席をお願い致します。  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ＲＩ会長：ジョン・ケニー        ＲＩ第 2570 地区ガバナー：加藤 玄静 

■例会日：木曜日 12：30～13：30   ■例会場：丸広百貨店入間店６Ｆ バンケット・ホール  Tel.04-2963-1111 

■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 

■会長：細淵 克則 幹事：山岸 義弘 会報委員長：粕谷 康彦 Email：iruma－rc＠jupiter.plala.or.jp  
第 ７ 号 ２５６６  回例会 ２００９年 ８月 ２０日（木）  当番 岩崎 茂  君

 
8 月は会員増強及び拡大月間 

会長の時間          細淵克則会長 
 今月は会員増強及び拡大月間です。当クラブで

私が記憶している限りの 多会員数は 65 名です。

今年度のスタートは 43 名と、10 年前より 22 名

も少なくなっています。これは当クラブに限らず、

第 2570 地区でも同様に減少しています。田中一

郎ガバナー年度(1994-95 年度)では、2933 名のロ

ータリアンが在籍しておりましたが、今年度加藤

ガバナーでは 1856 名のスタートとなりました。

前年、真下ガバナー年度では 1950 名でしたので、

引継ぎ時に 100 名弱の退会者が発生したことに

なります。会員数の減少は当クラブに限らず、地

区・ＲＩの共通の問題になっています。会員増強

はロータリーの永遠のテーマかもしれません。 
歴代の会長は常に純増 1 名ないし 2 名と、年度

の目標を掲げます。私も今年度は 2 名の純増を掲

げさせて頂きました。これを実現する為の参考に

なるかと、東京昭島中央ＲＣのお話をさせて頂き

ます。東京昭島中央ＲＣは 20 年程前には 50 名

の会員が在籍しておりました。その後減少が進み、

2007-08年度には31名まで減ってしまいました。

2008-09 年度、創立 20 周年に向けてスタート時

から増強委員長はじめ増強委員会が数多くの家

庭集会を開き、対策を講じていました。クラブ会

員のロータリー経験別・ロータリー歴別・年齢

別・委員会別と、あらゆる種類の会合を設け会員

候補者を出し合い、昨年 11 月頃から手分けをし

て一斉に行動に移しました。その結果、今年の

4/22 の創立 20 周年記念式典には 11 名の増強に

成功したそうです。これは、会員の皆さんが真剣

に考え行動してくれた結果だと思います。当クラ

ブも 50 周年に向け皆さんのご協力を頂き、目標

に向かって行きたいと思います。 
幹事報告          山岸義弘幹事 

① （財）埼玉県腎・アイバンク協会会報の件 

② 入間ＲＣホームページ会員ログイン用パス

ワード登録完了の件 

③ 米山梅吉記念館創立 40 周年記念式典の件 

④ 入間ライオンズクラブ主催献血協力の件 

 

岩崎茂直前会長に記念品贈呈 

～一年間お疲れ様でした～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回覧、配布物 

① （財）埼玉県腎・アイバンク協会 会報 

② （財）米山梅吉記念館 館報 vol.14 

米山梅吉記念館創立 40 周年記念式典

のご案内 

③ （財）ロータリー米山記念奨学会ニュース 

ハイライトよねやま 114 号 

④ 2009-10 年度第１回ブライダルパーティー 

開催のお知らせ 

例会変更 

入間南ＲＣ9/15(火)月見家族例会 9/22(火)→

9/24(木)入間ＲＣとの合同例会 9/29(火)例会

取り止め 10/20(火)・27(火)→24・25 日入間万

燈祭りに振替 

所沢ＲＣ9/1(火)ガバナー公式訪問9/22(火)法

定休日 9/29(火)移動例会(セレス所沢) 

所沢中央ＲＣ7/20(月)法定休日 8/10(月)→

8/8(土)東京湾納涼花火大会に振替8/17(月)例

会取り止め 8/31(月)→8/29(土)観夕陽会に振

替 9/21(月)法定休日 9/28(月)ガバナー補佐訪

問 10/5(月)ガバナー公式訪問 

会報回覧 

所沢ＲＣ 所沢中央ＲＣ 所沢東ＲＣ  

狭山ＲＣ 狭山中央ＲＣ 入間南ＲＣ 

飯能ＲＣ  
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委員長報告 

会員増強委員会       吉沢誠十委員長 

 9/3 の第１例会は、会員増強委員会担当の例会

です。テーブル毎に会員候補者のリストアップを

して頂きます。宜しくお願い致します。 

親睦活動委員会       滝沢文夫委員長 

 8/6(木)八王子「とうふ屋・うかい」納涼会に

沢山のご参加ありがとうございました。9/24(木)

は入間南ＲＣとの合同例会です。日中、久邇カン

トリークラブにて合同ゴルフを行います。多数の

会員の参加をお願い致します。 

社会奉仕委員会       加藤国夫委員長 

 今年度もブライダル委員会に多く方々の登録

をお願い致します。今まで登録されている方は勿

論、これから登録を希望される方はクラブロータ

リアンの推薦で、登録カードを持参頂ければ結構

です。（登録料\3,000） 

 ＊第１回ブライダルパーティー 

  日時：9/12(土)PM4 時～7時 

  場所：坂戸市文化施設「オルモ」 

世界社会奉仕委員会     後藤賢治委員長 

 9 月第 2 週と 11 月第 2 週は飢餓ランチ（カレ

ーライス）です。宜しくお願い致します。 

米山奨学部門委員会     忽滑谷明委員長 

 8/14(金)、第 2570 地区米山奨学部門として、

秩父音頭祭りの踊りコンクールに参加して参り

ました。吉永章子地区委員と当クラブ所属の奨学

生・プロイさんも参加致しました。 

50 周年実行委員会      大野賢次委員長 

 現在までの決定事項をご報告致します。記念事

業は、長寿命・省電力・環境に優しい光源のＬＥ

Ｄを使った防犯灯を寄贈、（株）かがつうに依頼

し一台でも多くの防犯灯が設置出来るよう、見積

もりを出して頂いています。 

 案内状を作成中、検討を重ね形にして 9月には

発送予定です。 

ニコニコＢＯＸ      西山祐三ＳＡＡ 

細淵克則君、山岸義弘君、関谷永久君、岩崎茂

君、大野賢次君、山畑雅廣君、吉永章子君、平岡

勲一郎君、加藤国夫君、吉沢誠十君、滝沢文夫君、

宅見允君、西山祐三君～忽滑谷さん、加藤さん写

真ありがとう。忽滑谷明君～煙草を止めて 50 日

経ちました。どうやら止められそうです。関根靖

郎君～早退します。 
本日¥18,000   累計¥185,544 

出席委員会         繁田光委員長 
会員数 出席数 出席率 前回修正率

43 名 26 名 63.4％ 85.7％ 

＊事前欠席連絡 9 名 

 

 

 

 

 

 

―会員卓話― 

「入間ＲＣ 創立の歴史」   杉山定太郎会員 

 昭和

34 年初

秋、当

時の埼

玉銀行

支店よ

り取引

先に招

集がか

かった。

何事ならんと出席すると、ロータリークラブ設立

の話であった。当時は日本経済も貿易が発展基調

だったので、海外と友好関係を結ぶことに賛成者

が多かった。 

 その頃日本のＲＣは東京地区に一都六県の外、

山梨、新潟まであり新潟には 13 クラブあったが、

埼玉には 4 クラブしかなかったので新クラブ作

りにハッパを掛けられていたのだと思う。大宮Ｒ

Ｃは他市に働きかけたが、うまく行かなかったの

で我々の所に廻って来たのだと思う。当時の武蔵

町だけでは集まらないだろうと、狭山市と飯能市

を併せて 1クラブを作ることを提案した。当時私

の会社も順調にアメリカへの輸出が伸びていた

ので大賛成し、また他にも賛成者が多く成立した

のである。創立当時の事務処理は、埼玉銀行黒須

支店長の綾部氏が 1人で処理してくれた。創立当

時の会員は 30 名足らずだったと思う。創立総会

はその年の 11 月 20 日に行い、会長は前代議士の

清水逸平氏、例会場は「魚いち」であった。大宮

ＲＣの拡大委員長は山口大氏で、指導の為に度々

訪問して来られた。チャーターナイトは翌年 3月、

飯能市民会館で行われ、特別代表、松本哲三郎氏

（大宮ＲＣ）の下、来賓の方々・他クラブのロー

タリアン・我々のメンバー合わせて 200 人位が参

加した。 

 さて、親クラブは遠い上近隣にクラブも少なく、

クラブ運営がなかなか進歩せず、ガバナー訪問は

苦手であった。「ガバナーも我々の仲間だ、友人

だ」と思うようになったのは、東京地区と別れ、

埼玉・千葉県が 1地区になってからだった。更に

埼玉も 2570 地区と 2770 地区に分かれ、県内も 4

クラブから 138 クラブに増加した。 

 我々が創立してから 2年後、東京で世界大会が

開催された。国内外から 4万人近い参加者を迎え、

盛大な大会となり、来賓には池田首相が祝辞を述

べられた。この大会を契機として国内にロータリ

ー熱が高まり、新会員・新クラブが急増した。 

 昭和 39 年には狭山ＲＣ、40 年には飯能ＲＣが

分離独立し、その後武蔵町は市制を引き入間市と

なり『入間ＲＣ』と改称した。 

 

タイトル部分の写真は、イタリアの風景です。 
    会報委員会（粕谷 齋藤 小田） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ＲＩ会長：ジョン・ケニー        ＲＩ第 2570 地区ガバナー：加藤 玄静 

■例会日：木曜日 12：30～13：30   ■例会場：丸広百貨店入間店６Ｆ バンケット・ホール  Tel.04-2963-1111 

■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 

■会長：細淵 克則 幹事：山岸 義弘 会報委員長：粕谷 康彦 Email：iruma－rc＠jupiter.plala.or.jp  
第 ８ 号 ２５６７ 回例会 ２００９年 ８月 ２７日（木）   当番 上野 弘勝 君

 
8 月は会員増強及び拡大月間 

会長の時間          細淵克則会長 
 8/22(土)加藤社会奉仕委員長と共に、東松山の

国立女性教育会館に社会奉仕プロジェクト部門

セミナーに行って参りました。6/6(土)に吉沢委員

長と会員増強セミナー、7/18(土)に友野委員長と

職業奉仕部門セミナー、7/25(土)に宮寺委員長と

クラブ奉仕部門セミナーと、今回で 4 度目のセミ

ナーになります。その席上で浅田研修委員長が、

今年度の会長と委員長は大変真面目ですと、今回

100 名程の出席で、過去これ程出席の良い年度は

無いと言っていました。このような傾向は石川年

度から始まったようだと話されていました。会長

として出席は当たり前ですが、これらの研修会や

セミナーに必ず石川パストガバナーが地区研修

リーダーとして参加しています。石川さんはガバ

ナーエレクト・ガバナー・そして真下年度ではク

ラブ奉仕管理運営部門のアドバイザーを務めら

れました。今年度は地区研修リーダーの役職とい

うことで、ガバナーを勤め上げられてもまだ地区

の仕事をされており本当に頭の下がる思いです。 
 今年度の社会奉仕プロジェクト部門では、健

康・福祉委員会、高校生社会体験活動委員会、世

界遺産登録推進委員会、環境・緑化委員会に分か

れ、それぞれ素晴らしい活動をしています。セミ

ナーの詳細や地区の委員会の活動については、後

程加藤委員長から報告があると思います。その後

当クラブの社会奉仕委員会の家庭集会を開き、石

川パストガバナーにも出席して頂きました。今年

度の計画の立案に関して皆さんから過去の内容

の問題点や成果のあった事業について等、多くの

意見を頂きました。また斬新な意見もあり、加藤

委員長の下、社会奉仕委員会の活動が楽しみです。 
幹事報告          山岸義弘幹事 

① 第 2570 地区収支決算書回覧 

② 9/7(月) 19時～新狭山ＲＣ例会にて入間高校

校長の卓話があります。是非参加して下さい。 

回覧、配布物 

① 9/24(木)入間南ＲＣとの合同例会・合同ゴル

フコンペ出欠表 

 

② 11/26(木)入間ＲＣ50 周年記念式典出欠表 

③ 狭山・狭山中央ＲＣ 七夕飾り新聞記事掲載 

④ 9/4.5 第 10 回日韓親善会議開催のお知らせ 

⑤ ＲＯＴＡＲＹ ＷＡＲＬＤ 2009 年 7 月号 

⑥ 2009-10 年度 ＲＩカタログ 

⑦ プレスリリース原稿 日光街道杉並木「杉の

植樹」のご案内 

会報回覧   新狭山ＲＣ 

ビジター・ゲスト 

ＲＩ第 2570 地区国際奉仕部門委員長 

本庄ＲＣ   茂木 正様 

ＲＩ第 3292 地区 パタン西ＲＣ 

Ｓｉｄｈｉ Ｂ. Ｓａｋｙａ 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｓａｋｙａ様よりバナーが贈られました 

 

委員長報告 

会員選考委員会       繁田昌利委員長 

 昨年度のロータリー情報委員会活動として、齋

藤金作会員・石川嘉彦会員に家庭集会にて「Ｒの

基本」について講演して頂きました。その時の講 

演内容をＣＤにしましたので、会員皆様の貴重な

資料として永く保存して下さい。 

親睦活動委員会       滝沢文夫委員長 

 9/24(木)は入間南ＲＣとの合同例会です。ハワ

イアンバンド「エ・マカナ」による演奏を予定し

ています。是非ご出席下さい。日中は合同ゴルフ

コンペがあります。本日出欠表が回覧されており

ますので宜しくお願い致します。 
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プログラム委員会      上野弘勝委員長 

 9/3→会員増強委員会担当によるグループディ

スカッション 9/10→狭山警察署長による講師卓

話 9/17→承認力研修講師・高山綾子氏による講

師卓話 9/24→入間南ＲＣとの合同例会 

社会奉仕委員会       加藤国夫委員長 

 8/22(土)国際女性教育会館にて、社会奉仕プロ

ジェクト部門セミナーが開催されました。今年度

の社会奉仕部門は 4 つの委員会で構成されてい

ます。 

①環境緑化委員会…地球環境は非常に悪化し乱

れてきている。これを少しでも防止するには

緑化の推進が必要。さらには河川をきれいに

する。 

②健康・福祉委員会…各クラブ会員が皆元気で

いつまでも貢献して頂く為に健康、更に福祉

を取り入れる。 

③高校生社会体験活動委員会…過去、職業奉仕

で行われていたが、加藤年度では社会奉仕委

員会にて行う。 

④世界遺産登録推進委員会…これまで継続的に

行われてきた「さきたま古墳群」の世界登録

を重点に置く。 

このような各委員会プロジェクトを基に

8/22(土)19 時～家庭集会を開き、委員の皆さん

のご意見を伺いました。 

ニコニコＢＯＸ      西山祐三ＳＡＡ 

石川嘉彦君、平岡達也君、細淵克則君、山岸義

弘君、岩崎茂君、齋藤栄作君、吉永章子君～茂木

委員長・サキヤ様ようこそ。茂木委員長、卓話宜

しくお願いします。齋藤栄作君、友野政彦君、上

野弘勝君、小田芳男君～加藤さん・忽滑谷さん、

写真ありがとう。西山祐三君、宅見允君～情報委

員会のＣＤありがとう。齋藤栄作君～タクシー50
台・バス 50 台、計 100 台になりました。岩崎茂

君～直前会長の記念品ありがとう。 
本日¥19,000   累計¥204,544 

出席委員会         繁田光委員長 
会員数 出席数 出席率 前回修正率

43 名 31 名 73.8％ 82.5％ 

＊事前欠席連絡 7 名 

―講師卓話― 

ＲＩ第 2570 地区国際奉仕部門委員長 

本庄ＲＣ   茂木 正様 

 今私は地

区に出向さ

せて頂き、国

際奉仕部門

委員長とい

う役で活動

をしており

ますが、多く

の青年達と

交流させて

頂く中で感

じていることや地区で行っているネパールへの

支援等もお話させて頂きたいと思います。 

 ロータリーの活動の原点は「奉仕」それも広く

世の中や海外に目を向けることであると思いま

す。よく、海外よりまず足元に目を向けてと言わ

れますが、青年達を見ていると自分たちが享受し

ている生活環境を当たり前と考えているような

気がします。それは青年達の自覚の不足というこ

ともあると思いますが、結果として日本の青年達

は世界の、それも開発途上の国の青年達に比べ精

神的に幼いような気さえしています。 

 昔から「可愛い子には旅を…」と言われていま

すが、オーストラリアやネパールに限らず機会を

見つけては海外に送り出し、渡航先の地域に入り

込んで、自分達との生活や考えの違いを体験する

ことによって、考えが変わると思います。自分の

置かれている環境がどんなに恵まれているかを

是非感じてほしいと思っています。外に出ること

によって自分が見えてくる、自分の国のこれから

の在り方も考えられると思うのです。戦争は良く

ないことに決まっていますが、それを選ばずには

済まなかったこと、また今でも戦争を国際紛争を

解決する為の一つの手段としているのがこの世

界であること、過去に戦争をしたことは世界で日

本人だけが悪くて犯した犯罪だと思っている若

者がいる、また教育がそう教えている、そうした

考えを正すことが大切だと考えています。私達は

自分達のこの国を守る為にこそ働き、そしてその

意思を祖先から引継ぎ、もっと豊かな平和な国に

する為にこそ生かされていると思っています。 

 今から 400 年前、仙台藩の伊達政宗は支倉常長

を 180 名の人員と共にスペインに送っています。

当時の最先進国スペインとの通商が目的でした

が、8年近くの長い航海の後 180 名全てが帰国出

来たわけではありませんでした。生きて異国の地

で生涯を終えた 5人の侍がいました。仙台の月の

浦から出た一行はメキシコ・キューバ・ブラジル

等を経てスペインに上陸しました。その上陸地コ

リアデルリオという町には、現在「JAPON」とい

う姓を持った人々が 604 名住んでいます。その

人々の先祖を辿ると 5 人の侍に行き着くと言わ

れています。5人の侍が残した足跡が 400 年も経

った今でも残っていることに感動します。遠い異

国で故郷に思いをはせながらその思いを子孫に

託して行ったに違いありません。私達はその思い

に応える為に地域や国の発展を考えて行かなけ

ればなりません。 

 海外に行くことにより、自分や自分の国が見え

て来ます。私は正しくそうしたことを望んでいま

す。祖先から引き継いだこれからの時代を担って

行く若者に、世の中をより良くして行こうと気付

かせることが青年達を海外に行かせようとする

一番の動機であります。 

タイトル部分の写真は、イタリアの風景です。 
    会報委員会（粕谷 齋藤 小田） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ＲＩ会長：ジョン・ケニー        ＲＩ第 2570 地区ガバナー：加藤 玄静 

■例会日：木曜日 12：30～13：30   ■例会場：丸広百貨店入間店６Ｆ バンケット・ホール  Tel.04-2963-1111 

■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 

■会長：細淵 克則 幹事：山岸 義弘 会報委員長：粕谷 康彦 Email：iruma－rc＠jupiter.plala.or.jp  
第 ９ 号  ２５６８ 回例会  ２００９年 ９月  ３日（木）   当番 大野 賢次  君

 

9 月は新世代の為の月間 
10 月プログラム 

会長の時間          細淵克則会長 
 青少年交換学生についてお話します。入間クラ

ブでは、2002-03 年度に水村会員のご息女を 後

に、青少年交換学生のプログラムを実施していま

せん。前回までは各クラブが会員のご家族・お知

り合いから募集するか、近隣の学校に募集を掛け

て地区に推薦していました。しかし昨年から、地

区が直接各学校に募集をする方式に変更されま

した。この背景には、各クラブからの推薦が少な

いということが挙げられます。推薦が少ないのは、

プログラムを実施する為にクラブに多大な負担

が掛かると言う事情があるからです。それは交換

留学生の受入に対し、ホストファミリーのお願

い・受け入れ先高校との協議・金銭的な負担等の

問題です。そのような事情から当クラブでは、交

換学生の受入について、どちらかと言えば消極的

な態勢が続いていました。 
この度、佐藤ガバナー補佐より青少年交換学生

のホストクラブ要請のご連絡がありました。その

話の中で、以前に比べ受け入れ方法が大変容易に

なることが分かりました。①送り出す学生の在籍

する高校が派遣学生を受け入れる②送り出す学

生の家庭が 3～4 ヶ月間、ホストファミリーを務

める。③2～3 の近隣クラブが順番にホストファ

ミリーを務める…等の理由からです。地区からは

月額 35,000 円の補助金が支給されますが、現実

的にはまだまだクラブの金銭的負担は大きいと

思います。実際の派遣・受入は次年度ですが、一

次試験に合格した候補学生の将来の為に前向き

に検討し、是非夢を叶えてあげたいと思います。 
 

 

幹事報告          山岸義弘幹事 

＜協議事項＞ 

① 10・11 月のプログラム→承認 

② 7/30 新旧役員慰労・激励会 会計報告→承認 

③ 青少年交換の件→条件付きで受け入れる 

＜連絡事項＞ 

① 万燈祭りへニコニコより例年通り250,000円 

② 入間ＲＣホームページ会員用ページログイ

ンの仕方→毎例会終了後、パソコンマウスに

て森さんが教えて下さいます。 

回覧、配布物 

① ガバナー月信 2008-09 終号 

② ガバナー月信 2009-10 9 月号 

③ ロータリーの友 9 月号 

④ 9/24(木)入間南ＲＣとの合同例会・合同ゴル

フコンペ出欠表 

⑤ 11/26(木)入間ＲＣ50 周年記念式典出欠表 

⑥ 入間市ゴルフ協会第 20 回女子ゴルフ大会開

催のご案内 

⑦ 「第 8回ロータリー全国囲碁大会」開催のお

知らせ 

⑧ 「ロータリーの友」英語版注文書 

例会変更 

飯能ＲＣ10/21(水)→夜間例会（於：名栗温泉 

大松閣） 

 

ニコニコＢＯＸ      西山祐三ＳＡＡ 

 石川山治君～米寿のお祝いありがとう。平岡達

也君～古稀のお祝いありがとう。山根宏夫君～こ

の度、齊藤福太郎会員のご次男敏彦氏が豊岡第一

病院の薬局長として就任しました。齊藤福太郎君

～次男が豊岡第一病院に再度お世話になります。

山根宏夫君～納涼会の写真ありがとう。岩崎茂君

～理事会欠席申し訳ありません。 

本日\82,000   累計 286,544 

 
出席委員会         繁田光委員長 

会員数 出席数 出席率 前回修正率

43 名 28 名 68.3％ 75.6％ 

＊事前欠席連絡 4 名 

 当番 内 容 

 1 日 後藤 卓話(ｺﾁｬﾜﾝ・ﾊﾟｯﾀﾏｰ様) 

 8 日 齋藤金 会員卓話(齋藤金作会員) 

15 日 齋藤栄 会員卓話 

22 日  10/24・25 万燈祭りに振替 

29 日 齊藤福 日帰り美術館 
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＜賀寿＞ 
米寿のお祝い  石川山治会員 

喜寿のお祝い  森田英郎会員 

古稀のお祝い  平岡達也会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月のお祝い 

 

ビジター・ゲスト 

米山奨学生   コチャワン・パッタマー様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/3 がちょうどプロイさんのお誕生日、 

お花が贈られました。 

 

委員長報告      

雑誌委員会         摂田順一委員長 

 基本的には、全ページに目を通して頂けると良

いと思います。 

 横の P14 にバーミンガム国際大会関連記事、

P19には国際大会で日本初の分科会主催の記事が

掲載されています。P35 エバンストン便りではＲ

Ｉの動きが解ります。縦の初頭「自然と人」では

横井正一さんのお話が掲載されています。 

 「ロータリーの友」英語版が 11 月中旬に発行

されます。 

ロータリー美術館      山根宏夫委員長 

 10/29(木)に日帰りで、東京都サントリー美術

館と山種美術館を巡り、皆様と共に美味しい昼食

を楽しみたいと思います。ご家族を含め多数のご

参加をお待ちしています。 

健康管理委員会       大野賢次委員長 

 11/12(木)は健康管理委員会担当による健康卓

話です。 

「 新の腹腔鏡手術とは～胆嚢摘出を中心に」 

講師：防衛医科大学第一外科 柿原稔先生 

平岡勲一郎会長エレクトより 

 今年度の万燈祭りは昨年同様、バザーとパネル

展示を行います。今後、家庭集会等での計画を宜

しくお願い致します。 

 

―卓話― 

「会員増強に関するディスカッション」 

会員増強委員会担当 

 

会員増強委員会からの資料を基に、20 分間の 

グループディスカッションの後、テーブル毎に 

 候補者の発表を行いました。 

 

 

 

 

タイトル部分の写真は、ベトナムの風景です。 
    会報委員会（粕谷 齋藤 小田） 

会員誕生 

平岡 達也君  関根 靖郎君  
石川 山治君  中澤 孝芳君  
平岡勲一郎君  山畑 雅廣君 
友野 政彦君 

夫人誕生 
浅見八重子様  山畑 久枝様 
岩崎 芳江様  吉沢真紀子様 

結婚記念 浅見仁一郎君  諸井 克彦君  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ＲＩ会長：ジョン・ケニー        ＲＩ第 2570 地区ガバナー：加藤 玄静 

■例会日：木曜日 12：30～13：30   ■例会場：丸広百貨店入間店６Ｆ バンケット・ホール  Tel.04-2963-1111 

■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 
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9 月は新世代の為の月間 
会長の時間          細淵克則会長 
 8 月の第１例会でお話しましたが、圏央道入口

に入間ＲＣ寄贈の大変素晴らしい交通標語の看

板が立っています。ここ数年、成長した樹木の枝

に覆われその存在を見ることが出来ませんでし

たが、本日講師としてお招きしました鷲平狭山警

察署長のご協力により、見事復活致しました。

7/15 にお願いしてから僅か 2 週間余りで解決し

て頂きました。本当にありがとうございました。 
 8/30 の日曜日はここ数十年で、政治的に歴史に

残る一日となりました。4 年前の小泉自民党によ

る衆議院選、郵政民営化選挙では 300 以上の議席

を獲得しました。これは、国民の皆さんが未来に

向け夢や希望を政権政党に託し、また構造改革に

より、素晴らしい日本の誕生に期待したからでは

ないでしょうか？あれから 4 年でこの国はどの

ように変革したのでしょう。今回の選挙結果では

与党が野党に、しかも 308 議席対 119 議席に逆

転しました。前回のあの構造改革の勢いを知る者

にとっては正に隔世の思いがしたことでしょう。

政権交代については、皆さんそれぞれの思いや考

え、イデオロギーがあるのでコメントは差し控え

ますが、唯一言えることは政策に国民が不在だっ

たのかも知れません。また今回程有権者の一票の

重みが表れた選挙は、近年なかったと思います。 
 今月は新世代の為の月間ですが、今の日本を見

てみると、若者の就職難が深刻な問題となってい

ます。私の知り合いの学生も 20 回も 30 回も面

接をしています。ここに来てやっと内定を頂いた

そうですが、それまでの精神的苦痛や肉体の疲労

を考えると、若者にとって本当に大変な時代だと

思います。子育て支援もさることながら、その前

に若者が未来に夢や希望を持って、普通に結婚し、

子どもを生み育て、普通の生活を営むことが出来

る社会を作ることこそ重要です。その為に私達も

微力ではありますが、出来る限りのお手伝いをし

て行かなければならないと思います。 
 

 

 

幹事報告          山岸義弘幹事 

① 上期の会費・事業参加費納入依頼の件 

② 入間ＲＣホームページ会員用ページログイ

ンの仕方→毎例会終了後、パソコンマウスに

て森さんが教えて下さいます。本日行かれる

方はお知らせ願います。 

回覧、配布物 

① 7/30 新旧役員慰労・激励会 会計報告書 

② 9/24(木)入間南ＲＣとの合同例会・合同ゴル

フコンペ出欠表 

③ 10/24(土)・25(日)万燈祭り出欠表 

④ 10/29(木)日帰り美術館出欠表 

⑤ 11/26(木)入間ＲＣ50 周年記念式典出欠表 

⑥ (財)比国育英会バギオ基金 バギオ便り 

⑦ 広報誌 ROTARY 注文書 

会報回覧 

所沢ＲＣ 狭山ＲＣ 狭山中央ＲＣ 入間南ＲＣ 

ビジター・ゲスト 

狭山警察署       署長  鷲平保雄様 

委員長報告  

親睦活動委員会       滝沢文夫委員長 

 9/24(木)入間南ＲＣとの合同例会（夜間）です。

日中の合同ゴルフコンペはまだ余裕があります

ので、ご家族の方の参加も歓迎致します。 

繁田昌利会員より 

 50 周年記念事業の月桂樹の移植は 200 本程挿

し木をした中、150 本程が根付いています。今年

の冬が越せるかが問題です…との報告が諸井会

員よりありました。  

 友人の彫刻家 長澤英俊氏の個展が開催されて

います。彼は自転車でイタリア、ミラノに行き、

ヴェネチア、ビエンナール等で活躍、国際的な現

代彫刻家の１人です。 

☆長澤英俊展～オーロラの向かう場所～ 

川越市立美術館/埼玉県立近代美術館/遠山

記念館   開催中～9/23(水)迄  

 9/19(土)～11/15(日)入間市博物館にてアリッ

トフェスタ 2009 特別展「狭山茶の歴史と現在」

が開催されます。    
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 徳川幕府は八百万石と称した。多数の

家来に禄高に従い何十万石～何十石ま

で与え、家来は米を現金に換えて生活を

維持していた。世の中が平和な時はそれ

で済んだが、幕末になり諸外国と交際し

なければならぬ時、幕府の維持費は増大

になった。又国防上、軍艦や大砲を作る

となると米の徴収だけではどうにもな

らない。商工業を盛況にして税の徴収を

しなければならない。支配者において

も、祖先の戦功により無能な人間が社会

的地位にいることは国家の損失である

ので改善する必要があった。それを実現

したのは明治政府であった。 

ニコニコＢＯＸ      西山祐三ＳＡＡ 

 齋藤金作君～鷲平署長ようこそいらっしゃい

ました。平岡達也君～鷲平署長、卓話宜しくお願

いします。細淵克則君～鷲平署長、圏央道脇の看

板の件ではお世話になりました。森田英郎君～先

週は喜寿のお祝いありがとうございました。繁田

昌利君～早退します。 

本日\15,002   累計\301,546 

出席委員会         繁田光委員長 
会員数 出席数 出席率 前回修正率

43 名 30 名 71.4％ 78.6％ 

＊事前欠席連絡 4 名 

 

―講師卓話― 

「管内の犯罪情勢と交通事故の現状」 

狭山警察署       署長  鷲平保雄様 

 常日頃

から警察

行政全般

に亘りお

世話にな

っており

ますこと、

改めて感

謝申し上

げます。先

程細淵会

長より圏

央道入口

の看板に関し、お礼の言葉を頂きましたが、逆に

こちらが感謝申し上げる次第でございます。交通

安全の看板が樹木の枝で見えなくなってしまっ

たのですから、我々がもっと積極的に取り組むべ

きだったと反省しております。今後とも何か不都

合がございましたらどんどん言って下さい。 

 本日は管内の犯罪情勢と交通事故の現状につ

いてお話したいと思います。まず管内の犯罪情勢

ですが、県下全般では減少しております。しかし

狭山署管内においては 4.3%の増加、自転車泥棒

が増えてきています。足代わりに盗む、自分の用

事が終わった時点で放棄するという状況で、誠に

申し訳ないのですが管内の犯罪は若干プラスで

あると言うのが現状です。次に交通事故死の現状

ですが、こちらは皆さんのご協力を得ながら少し

自慢出来る状況です。県下では9/9現在136名減、

昨年比マイナス 17 名とかなり減ってきています。

因みにワースト 1位が愛知 149 名、次に茨城 139

名で前年比プラス 13 名、次が大阪と東京で 137

名、しかし東京はマイナス 11 名と減らしていま

す。当管内は 4名、前年比 6名と減らしてきてい

ます。県下で多いのが交通の要所である熊谷の 9

名(マイナス 2)春日部 8 名(プラス 2)となってい

ます。当管内で亡くなった 4 名の内狭山で 2 名、

入間で 1 名の計 3 名は 70 才以上の高齢者でバイ

ク事故によるものでした。もう 1 件はつい 10 日

程前、入間市豊岡のうどん屋「久兵衛屋」付近で、

鳥取県の航空自衛隊美保基地第７移動警戒隊長

の３等空佐(43 才)が亡くなった事故です。この

事故は発生 1分前にそこを通った運転手から「道

路に寝ている人がいる」と 110 番通報があったに

もかかわらずその直後に現場を通った武蔵野社

会保険事務所の職員がひいてしまい、その後出血

多量で亡くなったというものです。この自衛隊員

は入間基地に研修目的で出張に来ており、最後の

日に仲間とお酒を飲んでいたのですが、殆ど泥酔

状態の挙げ句道路で寝てしまったのです。こちら

に関しては後程詳しくお話ししたいと思います。 

9/21 から秋の交通安全運動が始まりますので

皆さんの職場でも安全運転を心がけるよう、お願

い出来ればと思います。 

この後、8/27 未明に起きた鳥取県の航空自衛隊

美保基地第７移動警戒隊長の３等空佐(４3才)が

亡くなった事故の話・管内にて発生した連続婦女

暴行事件の話・酒井法子覚醒剤事件の話・埼玉県

初の裁判員裁判の話について興味深いお話をし

て頂きました。 

（詳しい内容については鷲平署長のご意向によ

り割愛させて頂きます） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タイトル部分の写真は、ベトナムの風景です。 
           会報委員会（粕谷 齋藤 小田） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ＲＩ会長：ジョン・ケニー        ＲＩ第 2570 地区ガバナー：加藤 玄静 

■例会日：木曜日 12：30～13：30   ■例会場：丸広百貨店入間店６Ｆ バンケット・ホール  Tel.04-2963-1111 

■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 

■会長：細淵 克則 幹事：山岸 義弘 会報委員長：粕谷 康彦 Email：iruma－rc＠jupiter.plala.or.jp  
第 １１ 号  ２５７０ 回例会 ２００９年 ９月 １７日（木）   当番  粕谷 康彦  君

 

9 月は新世代の為の月間 
会長の時間          細淵克則会長 
 昨日、50 周年実行委員会の大野実行委員長・

山畑副実行委員長と共に飯能ＲＣにお邪魔して

来ました。飯能ＲＣは歴史のあるクラブで、さす

がに例会場も素晴らしく会員数 63 名の内 40 名

以上が出席されており、大変迫力のある例会でし

た。その席で大野実行委員長が入間ＲＣ50 周年

について格調の高いＰＲをして参りました。早い

もので 50 周年実行委員会を立ち上げてから１年

近く経ち、11/26 はいよいよ記念式典が開催され

ますが、その節は会員の皆さんにはご協力を宜し

くお願い致します。 
 9/13(日) 国立女性教育会館にて第１回ロータ

リー財団セミナーがあり、「Ｒ財団の動向につい

て」「Ｒ財団の寄付について」「地区補助金の申請

について」「ＧＳＥについて」「国際親善奨学生に

ついて」等色々なプログラムの研修を受けて参り

ました。最後に奨学生の方々の帰国報告があった

のですが、カナダのオタワに行かれた学生さんに

よると、カナダは広大な国土ゆえに学校の敷地も

とても広く、教室毎にバスで移動をするそうです。

教室間の移動時間は 10 分しかないのでどの授業

を受けるか、教室の場所を考えながらカリキュラ

ムを組むそうです。そのような大きな学校で学ぶ

ことが出来、非常に幸せだったとのことです。ま

たメキシコに行かれた学生さんは大変気の毒で、

カウンセラーが忙しくて一年間で二回しか会え

なかったそうです。帰国直前には大家さんが詐欺

で捕まりアパートを追い出されてしまった為、ロ

ータリーの会員さんのお宅に居候させてもらい

何とか帰国の日を迎えたそうです。アメリカを挟

んだ北と南の国で、こんなにも国民性が違うもの

かと、実に興味深く面白いお話でした。 
幹事報告          西山祐三ＳＡＡ 

山岸幹事が欠席の為代わりに発表します。国際

ソロプチミスト埼玉カメリアチャリティゴルフ

コンペ参加依頼が来ています。回覧しますので多

数のご参加をお願い致します。 

 

回覧、配布物 

① 9/24(木)入間南ＲＣとの合同例会・合同ゴル

フコンペ出欠表 

② 10/24(土)・25(日)万燈祭り出欠表 

③ 10/29(木)日帰り美術館出欠表 

④ 11/26(木)入間ＲＣ50 周年記念式典出欠表 

⑤ （財）ロータリー米山記念奨学会ニュース 

ハイライトよねやま 115 号 

会報回覧   日高ＲＣ  新狭山ＲＣ  

ビジター・ゲスト 

h-Polish    承認力講師 高山綾子様 

委員長報告 

会員増強委員会       吉沢誠十委員長 

 9/3例会「会員増強に関するディスカッション」 

において 28 名の入会候補者を挙げて頂きました。

名簿を作成しましたので、早急に各候補者へのア

タックを開始したいと思います。 

会報委員会         粕谷康彦委員長 

 会報第 10 号に杉山定太郎会員の「瓦版・すぎ

やま」が掲載されていますのでお読み下さい。 

親睦活動委員会       滝沢文夫委員長 

 9/24(木)入間南ＲＣとの合同ゴルフコンペ組

み合わせ表を、今週中に参加の皆様のお手元にお

届け致します。どうぞお楽しみに。 

社会奉仕委員会       加藤国夫委員長 

9/12(土)坂戸市文化施設「オルモ」に於いて、

今年度第１回ブライダルパーティーが開催され

ました。お見合い参加者は男女 41 名（男性 23 名・

女性 18 名）で、好雰囲気のうちに自己紹介が始

まり、男性が順に移動し、男女がそれぞれ全員と

5分間の会話を持つ形式で行いました。 

 磯田力彦ブライダル委員長より、各クラブの子

女或いは周囲の方で、未婚の方を推薦して下さる

よう要請がありました。 

ロータリー財団       松井秀男委員長 

＜第１回ロータリー財団セミナー報告＞ 

日 時：2009 年 9 月 13 日(日) 13:30～16:40 

場 所：国立女性教育会館 

参加者：細淵・岩崎・石川(嘉)・松井 

入間ロータリークラブ週報        Club Bulletin 



内 容：加藤ガバナー挨拶後、小池部門委員長よ 

り「Ｒ財団の動向について」、柴崎財団推進補助

金委員長より「Ｒ財団の寄付について」「地区補

助金の申請について」、吉田ＧＳＥ委員長より「Ｇ

ＳＥについて」、松本奨学生学友委員長より「国

際親善奨学生について」のお話がありました。そ

の後、2010-11 年奨学生候補自己紹介、2009-10

世界フェロー自己紹介、2008-09 奨学生帰国報告

が行われました。 

１．日本のゾーン編成が4つから3つになり、2570

地区は第１ゾーン所属 

２．Ｒ財団投資損失 1,800 万ドル(4 月末)、Ｒ財

団の損失 16,000 万ドル(5 月末)となってし

まった為の対策として①運営費等支出の削

減②プログラム補助金の削減（マッチング・

グラントも含む）等です。 

３．2009-10 年度の寄付地区目標 200 ドル 

年次130ドル＋使途指定50ドル＋恒久20ド

ル＝200 ドル→10 月～11 月にかけてお願い

の予定 

４．11/19(木)小池Ｒ財団部門委員長卓話予定 

米山奨学部門委員会     忽滑谷明委員長 

9/12(土)～13(日)当クラブ奨学生プロイさ

ん・吉永会員と共に米山奨学部門研修旅行に行っ

て参りました。地区委員・奨学生他総勢 43 名で

米山記念館・伊豆洋蘭パーク・芦ノ湖を回り伊東

に宿泊しました。米山記念館は大変素晴らしい所

ですのでいずれ企画をして皆で訪れたいと考え

ています。 

10 月は米山奨学月間ですので 1 日にプロイさ

んが当クラブにて卓話を行います。また 13 日は

入間南ＲＣ、19 日は所沢中央ＲＣにてそれぞれ

卓話を行います。 

ニコニコＢＯＸ      西山祐三ＳＡＡ 

関谷永久君～高山様面白くて為になるお話を

お願いします。山岸義弘君～高山様卓話を楽しみ

にしておりましたが、欠席でお聞きできず残念で

す。齋藤金作君、齊藤福太郎君～早退します。 

本日\4,000   累計\305,546 

出席委員会         繁田光委員長 
会員数 出席数 出席率 前回修正率

43 名 28 名 66.7％ 78.0％ 

＊事前欠席連絡 7 名 

 

―講師卓話― 

＜講師プフィール＞ 
h-Polish  代表       高山綾子様 

＊h-Polish⇒heart polish（心を磨く） 

＊1972 年生まれ大阪出身Ｏ型 

某保険会社にてトップセールスを記録。退社後は

メンタルトレーニング講師として研修会社に在

籍。主に経営者専門の心理カウンセラーを経験後、

プロを養成するメンタルトレーニング技法を元

に、独自の企業内研修「承認力」セミナーを開発。 

 

「好印象 人の心を掴んで離さない！ 

褒めるスキル」 

h-Polish    承認力講師  高山綾子様 

本日は「褒め

る」ということ

をテーマにお

話ししたいと

思います。褒め

るというのは

「良いところ

を見つけて伝

える」スキルで

す。思っていて

も口に出して

言わなければ伝わりません。内面外面、立体的に

多方向から褒めるという、褒め方のスキルを中心

にやって行きたいと思います。自分自身を大好き

になり、自分自身のモチベーションが低く元気で

ないと、人を思いやったり相談に乗ってあげたり

出来ません。承認力とは、まず自分のことを認め、

モチベーションを上げることです。 

 ＜言語と非言語＞ 

言語とは口に出して話すこと、非言語とは、例

えば道を聞きたい人に雑踏の中から一人選ばれ

る、いくつかある受付で無意識に話しやすそうな

人として選ばれる等です。非言語が得意な人は外

国で言葉が話せなくてもジェスチャーだけで意

思が通じてしまう人で、何が大事かと言えば「笑

顔」なのです。このような人は部下にも話しかけ

られ易く相談を持ち掛けられ、頼りにされます。 

＜プラスのストローク＞ 

褒めることはプラスのストロークですが、他に

も撫でる・抱き締める等心理的メッセージがあり

ます。反対にマイナスはあざ笑う・睨む・悪口を

言う等です。人間が一番辛いのはプラス・マイナ

スゼロの場合…これが無視なのです。プラスのス

トロークを与えられることによりやる気が出る

ことをご自身が知ることにより、従業員の方にも

より良いアドバイスが出来るのではないかと思

います。 

＜褒め方のポイント・コツ＞ 

・多方向、立体的に褒める。 

・重ねて褒める→褒め言葉は重ねても「もう聞

き飽きた」とはならない。 

・三角形に褒める→いい噂を立てる人になる。 

自分も褒められたら嬉しいのですから、人のこ

とも褒めましょう。 

★『承認』『褒める』『お礼』で好印象な人に！ 

★承認上手は人の心を掴んで離さない！ 

ＡＢ２人ペアになり①口角を上げて笑顔に見え

る練習②相手の良いところを 5 個褒める練習を

しました。 

 

タイトル部分の写真は、ベトナムの風景です。 
    会報委員会（粕谷 齋藤 小田） 



細淵克則会長挨拶    本日は入間南ＲＣとの合同例会です。設営に当たって頂いた 
滝沢親睦委員長、入間南ＲＣの石川幹事さんありがとうござい

ます。例会に先立ちまして、親睦ゴルフに参加させて頂きまし

た。私自身ゴルフはあまり得意ではないのですが、素晴らしい

絶好のゴルフ日和、青空の下で楽しくプレーをさせて頂きまし

た。これからもこのような親睦行事には出来る限り参加したい

と思います。当クラブは今年 50 周年を迎えます。10/6 入間南

ＲＣの例会にて、50 周年記念式典についてご案内させて頂き

ますが、11/26 には多くの会員の皆様のご参加・ご協力を宜し

くお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ＲＩ会長：ジョン・ケニー        ＲＩ第 2570 地区ガバナー：加藤 玄静 

■例会日：木曜日 12：30～13：30   ■例会場：丸広百貨店入間店６Ｆ バンケット・ホール  Tel.04-2963-1111 

■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 
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第 １２ 号  ２５７１ 回例会 ２００９年 ９月 ２４日（木）   当番  滝沢 文夫   君
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所沢ＲＣ10/27(火)→10/22企業見学(崎陽軒横浜

工場 )11/3(火 )例会取り止め 11/17(火 )→

11/27-28 親睦旅行に振替所沢中央ＲＣ10/5(月)

ガバナー公式訪問 10/12(月)例会取り止め

10/26(月)→10/24-25所沢市民フェスティバル参

加に振替 11/3(火)例会取り止め 11/17(火)移動

例会所沢東ＲＣ9/24(木)夜間例会(セレス所

沢)10/8(木)ガバナー補佐訪問10/15(木)→10/11

ところざわ祭「綿菓子販売」に振替 10/22(木)ガ

バナー訪問新所沢ＲＣ10/20(火)→10/24-25所沢

市民フェスティバル参加に振替11/3(火) 例会取

り止め 11/17(火)移動例会日高ＲＣ10/13(火)観

月会に振替 11/3(火)例会取り止め狭山中央ＲＣ

9/21(火)例会取り止め 10/6(火)→10/6-7 家族同

伴親睦旅行に振替 10/13(火)→10/24 地域交流フ

リーマーケットに振替 11/3(火)例会取り止め 

岩崎茂会員による一本締め 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
タイトル部分の写真はベトナムの風景です。 

       会報委員会（粕谷 齋藤 小田） 

＜親睦ゴルフ結果＞ 
優勝  吉沢誠十会員 
準優勝 遠藤好一 様 
３位  西山祐三会員 
４位  滝沢文夫会員 
５位  忽滑谷明会員 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ＲＩ会長：ジョン・ケニー        ＲＩ第 2570 地区ガバナー：加藤 玄静 

■例会日：木曜日 12：30～13：30   ■例会場：丸広百貨店入間店６Ｆ バンケット・ホール  Tel.04-2963-1111 

■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 

■会長：細淵 克則 幹事：山岸 義弘 会報委員長：粕谷 康彦 Email：iruma－rc＠jupiter.plala.or.jp  
第 １３ 号  ２５７２ 回例会  ２００９年 １0 月 １日（木）  当番  後藤 賢治  君

 

10 月は職業奉仕・米山月間 
会長の時間        岩崎茂パスト会長 
 暫くぶりにこの演壇に立たせて頂きました。3
ヶ月経ってみますと、会長をさせて頂いた 1 年間

が、いかに充実したものであったかと思い返せま

す。その 1 年間が本当に早く過ぎたことも実感致

します。 
 私が経験したいくつかの団体の中で、このロー

タリーの仕組みのしっかりしていること、メンバ

ー１人１人のクラブに対する帰属意識の高さと

いうものを、改めて実感させられました。その特

徴的なことは、会長選任の仕組みが優れているこ

とです。これはＲＩ会長から各クラブ会長まで一

貫しているところであります。会長ノミニーは 2
年半も前に決められ、会長エレクト、そして会長

へと進んで行きます。これを称して「まるで出世

魚の如くに」と表現された方もおりましたが、正

にその通りだと思います。 
今から 3 年以上前、私が会長ノミニーに指名を

受けた時、即答することをためらいました。仕事

柄、また会社内の事情からロータリー活動中心の

生活に耐えられるかが不安でありました。そこで

社内で話し合った結果、幹部社員の「せっかくで

すからやって下さい」との言葉に後押しされ、お

引き受けしました。その結果が思わぬ方向に進展

し、その後間をおかずして会長年度の終わった年

の 10/1 に、私は社長職をＮＯ2 の社員に譲ると

いう決心が付いたのです。正に「瓢箪から駒」で

あります。つまり本日 10/1 は社長職を退任し、

新社長に承継をした日であります。私にとって人

生の節目の日ということになりました。もし会長

に指名されなければ、社長承継がこれ程早く出来

なかったと思います。ロータリーの仕組みの素晴

らしさ、その恩恵を受けた私は、ロータリーによ

って救われた…の感を持っています。 
間もなく次の会長ノミニーの選考が行われま

す。会長に指名されたなら素直に受けること、必

ず良い結果が付いてきます。どうぞ「喜んで」お

受け下さい。 
 

 

幹事報告          山岸義弘幹事 

① 2009-10 年度第 2570 地区 地区大会の日程 

  2010 年 4 月 17 日(土)・18 日(日) 

埼玉グランドホテル/本庄市民文化会館 

② ロータリーレート 10 月～90 円 

③ 11/16(月) 入会 3年未満者対象セミナー開催

詳細は後日お知らせします。 

回覧、配布物 

① ロータリーの友 10 号 

② ガバナー月信 10 月号 

③ 入間ＲＣ50 周年記念式典式次第 

④ 10/24(土)・25(日)万燈祭り出欠表 

⑤ 10/29(木)日帰り美術館出欠表 

⑥ 11/26(木)入間ＲＣ50 周年記念式典出欠表 

⑦ 2009-10 年度地区大会のご案内 

⑧ (財)ロータリー米山記念奨学会 

2008 年度決算報告書/事業報告書 

例会変更 

新所沢ＲＣ10/20(火)通常例会 10/27(火)→

10/24.25 所沢市民フェスティバル 11/3(火)例

会取り止め 11/7(火)移動例会  

会報回覧    所沢ＲＣ 所沢中央ＲＣ  

今月のお祝い 

会員誕生 山岸 義弘君 
夫人誕生 滝沢久美子様  繁田 美香様 

結婚記念

石川 嘉彦君  平岡勲一郎君  
荒井 正武君  関谷 永久君  
新井  格君 

ビジター・ゲスト 

飯能ＲＣ         間邉元幸様 

米山奨学生 コチャワン・パッタマー様 

委員長報告 

職業分類委員会       石川嘉彦委員長 

 先日お配りした情報委員会主催、齋藤金作会員

の講演による「ロータリーの基本」の CD は MP3

の録音方式ですから、コンピューターで聴いて下

さい。 

親睦活動委員会       滝沢文夫委員長 

 10/29 は日帰り美術館です。現在丸大観光様に

行程等をお願いしています。         

入間ロータリークラブ週報        Club Bulletin 



ご参考までに、サントリー美術館・山種美

術館の展示について回覧します。 

雑誌委員会         摂田順一委員長 

 「ロータリーの友」10 号が配布されています。

10 月は職業奉仕・米山月間ですので、横のペー

ジにはその関係の記事が特集されています。まず

P1 にはＲＩ会長の「職業奉仕を行動の真正面に」

というメッセージが掲載されています。P5 には

特集として「職業奉仕を考える」P17～20 には米

山関係の記事が掲載されていますので是非お読

み下さい。縦のページ P7 の「くらぶ探訪」では

足利東ＲＣの記事が掲載されています。季節も秋

ということで、秋の夜長を是非「ロータリーの友」

と一緒にお過ごし下さい。 

職業奉仕委員会       友野政彦委員長

職業奉仕月間に因み、10/15 に平岡達也地区職 

業倫理委員長に卓話をお願い致しました。 

50 周年実行委員会      大野賢次委員長 

 記念式典の招待状を 9/30 迄の返信で、82 名の

方に発送致しました。現在 50 名程の出席のお返

事を頂いております。 

 記念事業のＬＥＤ防犯灯 40 機は自治会長と相

談の上、設置場所等決めたいと思います。 

平岡勲一郎エレクトより 

 10/24.25 万燈祭りバザーの役割分担表・予算

書は後日配布します。１人\3,000 程度の品物提

供をお願い致します。全員参加ですので提供のな

い方は事業参加費より引かせて頂きます。 

※品物搬入日（10/2～19 火土日祭除く） 

ニコニコＢＯＸ      西山祐三ＳＡＡ 

 間邉元幸様～いつもお世話になります。吉永章

子君～プロイさん卓話宜しく。西山祐三君、滝沢

文夫君～平岡さん・晝間さん合同例会では素晴ら

しい演奏ありがとう。岩崎茂君～昨日をもって当

社社長を退任致しました。ご指導ありがとうござ 

いました。吉沢誠十君～入間南合同ゴルフコンペ

で優勝しました。繁田昌利君～この度東京国立博

物館の「皇室の名宝」展で、当社の商品を販売致

します。平岡勲一郎君～先日の合同例会ではお世

話になりました。西山祐三君～入間南合同コンペ

にて 3位入賞しました。野村信一君～2ヶ月間お

休みしてすみませんでした。 

本日\42,000   累計\347,546 

出席委員会         繁田光委員長 
会員数 出席数 出席率 前回修正率

43 名 29 名 72.5％ 73.8％ 

＊事前欠席連絡 5 名 

 

―講師卓話― 

米山奨学生   コチャワン・パッタマー様 

 こんにちは。私はコチャワン・パッタマーと申

します。今東京国際大学商学部 3年生で、入間Ｒ

Ｃにお世話になっております。 

 まず、タイという国をご紹介します。タイはイ

ンドシナ半島の中央に位置するアジアの仏教国

です。日本

から飛行

機で 6 時

間、面積は

日 本 の

1.4 倍 で

す。タイの

国名はタ

イ 王 国

(Kingdom of Thailand)、文字通り王様がいます。

今の王様は1946年に即位されたラマ9世(プミポ

ン・アドゥンヤデート国王陛下)です。タイ人に

とって国王の存在は絶大で、毎年 12/5 のお誕生

日に街は王様の写真とイルミネーションで飾ら

れ、一足早いクリスマスのようです。プミポン国

王が即位してから 63 年が経ち、その間に何度も

クーデターが起こっていますが、最後にはいつも

王様の発言によりクーデターが収まります。それ

程皆が王様に賛同します。 

 次に私の生い立ちを話します。私は仏暦 2528

年(1985年)9月3日にバンコク都内の病院で産ま

れました。4才までバンコクで育ち、その後幼稚

園から母の実家があるチャチェンサオに移り小

学校まで通いました。中学・高校は県立の 6年制

でした。中学ではクラスのリーダーを務め、高校

ではクラスの会計管理人に、また高校 3年では学

校の学生会の会計管理人を務め、学校の推薦で地

方の国立大学に合格しました。しかし、自分が新

しい世界や人々を知り色々な経験をしたいと考

え、また日本に叔母がいるので日本に留学するこ

とを決心しました。 

 来日後 2 年間はアジア学生文化協会日本語学

校に通いました。中学生の時から将来は自分の店

や会社を作りたいと思っているので、東京国際大

学の商学部を受験、入学試験の結果が優秀だった

ので、給費合格で入学しました。1年生では貿易

演習、2 年生では国際金融の勉強を、3 年生にな

り経営分析の分野を勉強しています。勉強以外の

活動では、大学の留学生会のメンバーになり、今

年 6 月にベトナム人とインドネシア人の友達と

共に東南アジア留学生会を作りました。大学には

中国人や韓国人が多く東南アジアから来た留学

生が少ないので、大学に東南アジア留学生の存在

を知らせる為に東南アジア留学生会を作りまし

た。私はこの会の副会長をしています。 
 最後に私からお知らせです。10/31・11/1 に私

の大学の文化祭が開催されます。タイ人の後輩達

とタイ店を出店するのでタイ料理を食べたい方

は是非いらして下さい。また 11/8 に川越国際交

流フェスタが開催され、東南アジア留学生会とし

て出店しますのでこちらも是非いらして下さい。 

 

タイトル部分の写真はフランスの風景です。 
    会報委員会（粕谷 齋藤 小田） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ＲＩ会長：ジョン・ケニー        ＲＩ第 2570 地区ガバナー：加藤 玄静 

■例会日：木曜日 12：30～13：30   ■例会場：丸広百貨店入間店６Ｆ バンケット・ホール  Tel.04-2963-1111 

■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 

■会長：細淵 克則 幹事：山岸 義弘 会報委員長：粕谷 康彦 Email：iruma－rc＠jupiter.plala.or.jp  
第 １４ 号 ２５７３ 回例会  ２００９年 １0 月 ８日（木）   当番  齋藤 栄作  君

 

10 月は職業奉仕・米山月間 
11 月プログラム 

会長の時間          細淵克則会長 
 先週、新宿京王プラザホテルにて、私の母校で

ある明治大学付属中野中学高等学校の 80 周年記

念式典が行われ、来賓として出席して参りました。

私の息子は兄弟校の明大中野八王子の卒業生で、

息子が在学時代ＰＴＡ会長を務め、また卒業後は

卒業生父母の会「戸富貴父母の会」の会長も務め、

現在は顧問という立場からお声掛け頂いたのだ

と思います。私が明大中野に入学したのが 40 周

年記念の年で、断髪が廃止になったのを深く記憶

しています。大変厳しい学校でしたが教育理念は

素晴らしく、都内に夜間中学・高校に通いたい生

徒が 1 人でもいる限り夜間部は廃止しないとの

校長の方針で先頃まで来たそうです。 
 9/27 は新世代のセミナーに参加し、アクト委員

会・青少年交換委員会・ライラ委員会の活動発表

を聞いて参りました。各委員会共、活動を維持・

発展させるのに大変苦労されている様子でした。  
 9/30 は所沢にて会長幹事会が開催されました。

さきたま古墳群世界遺産登録運動のお願い・青少

年交換委員会の現状報告・公式訪問及びＩＭの全

員登録のお願いが議題になりました。第 3 グルー

プの決議として青少年派遣留学生の受け入れ費

用を各クラブ公平にする為、地区分担金の中に組

み入れて欲しいと要望しました。 
 後に 50 周年キャラバンの報告ですが、9/25
狭山ＲＣ、10/6 入間南ＲＣに 50 周年記念式典へ

の参加要請をして参りました。10/7 に大宮ＲＣ 
川島会長・橋本幹事のご出席に対するお礼と当日

のご挨拶のお願い、また例会にて 50 周年を迎え

るにあたり、感謝の挨拶をして参りました。  
 

 

幹事報告          山岸義弘幹事 

第 4回理事会報告 

＜協議事項＞ 

① 12 月プログラム→承認 

② 埼玉県芸術文化祭広告料\5,000→承認 

＜報告事項＞ 

① 訃報：2007-08 年度ガバナー補佐新井弥男様

夫人 10/13(火)通夜 14(水)告別式 

回覧、配布物 

① 10/24(土)・25(日)万燈祭り出欠表 

② 10/29(木)日帰り美術館出欠表 

③ 11/26(木)入間ＲＣ50 周年記念式典出欠表 

④ 第 13 回市民チャリティゴルフ大会参加の 

お願い(入間市社会福祉協議会) 

⑤ 第 15 回狭山地方地域安全・暴力排除推進 

大会開催のご案内 

例会変更 

所沢ＲＣ10/27(火)→10/22企業見学(崎陽軒横浜

工場)に振替 11/3(火)例会取り止め 11/24(火)→

11/27.28 親睦旅行に振替 

会報回覧   所沢東ＲＣ  

ビジター・ゲスト  日高ＲＣ   石井幸良様 

委員長報告 

親睦活動委員会       滝沢文夫委員長 

10/29(木)はロータリー美術館です。上野・東

京国立博物館～浅草ビューホテル(昼食)～広

尾・山種美術館を予定しております。ロータリー

美術館・山根館長と丸大トラベルサービス(株)

様のご協力を頂きました。宜しくお願い致します。 

ニコニコＢＯＸ      西山祐三ＳＡＡ 

石井幸良様～お世話になります。石川嘉彦君～

石井さんようこそ。加藤さん写真ありがとう。山

岸義弘君～当社発売の狭山茶で作ったリキュー

ル・茶っ恋（ちゃっこい）が、先日毎日新聞に取

り上げられました。写真ありがとう。岩崎茂君～ 
遅刻しました。齊藤福太郎君、繁田昌利君、平岡

勲一郎君、吉永章子君、西山祐三君～加藤さん写

真ありがとう。 
本日¥11,000   累計¥358,546 

 

 当番 内 容 

 5 日 関根 会員卓話(齋藤金作会員) 

12 日 関谷 講師卓話 

19 日 摂田 講師卓話 

26 日  50 周年記念式典 
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出席委員会         繁田光委員長 
会員数 出席数 出席率 前回修正率

43 名 27 名 67.5％ 85.0％ 

＊事前欠席連絡 9 名 

―会員卓話― 

「入間ＲＣ 半世紀の歩みの中で」 

齋藤金作会員 

日本が

戦いに敗

れて国土

が廃墟と

化した中

から、国の

再建復興

に向けて

懸命に取

り組み始

めた戦後、

数年にして日本のロータリーもＲＩに復帰し、世

界の仲間入りを果たすことが出来ました。 

 まず、お手元の資料「入間ＲＣの譜系と家族」

をご覧下さい。1949 年にＲＩ復帰し、その 2 年

後川越が埼玉で初のＲＣとして誕生しました。川

越ＲＣが熊谷・浦和・所沢・東松山・小川を産み、

そのまた 2 年後に長男として産んだ熊谷が 10 の

クラブを産みました。その長男が大宮ＲＣですが、

大宮ＲＣは拡大を考え 7 つのクラブを産みまし

た。大宮ＲＣの産んだクラブの長男が入間ＲＣで、

唯一 2570 地区に属しています。入間が産んだ子

供が飯能・狭山・入間南です。更に飯能が越生毛

呂・日高、狭山が新狭山・狭山中央とそれぞれ 2

つずつの子供を産んでいます。これが我がクラブ

の譜系と私達の家族だとお考え下さい。 

 戦後、元枢軸国のＲＩ復帰については 1947 年

にイタリアだけが認められました。ドイツと日本

に関してはＲＩの首脳の中の一部に強い反対が

あり、理事会は決定を先に延ばし冷却期間を置く

ことにしたのです。このような情勢の中、当時

(1948-49 年度)のＲＩ会長、アッガス・ミッチェ

ル卿は敢然として日本・ドイツをＲＩの一員とし

て復帰さるべきであると熱心に唱え、遂にこれを

実現させたのです。 

 私が入会直前 2 ヶ月弱の 1961 年 5 月に東京で

ＲＩ国際大会が開かれました。日本が戦後ＲＩに

復帰後、僅か 12 年後のことです。74 ヶ国から約

2,300 余名のロータリアンが東京に集まり、天皇

皇后両陛下のお言葉を頂き、当時の池田勇人内閣

総理大臣の祝辞を得て盛大に終止したと聞いて

います。この東京国際大会の記念事業として、東

京都内のクラブが 3 年後の東京オリンピックの

聖火台を寄贈したのです。また、1972 年 2 月、

札幌オリンピック冬季大会の聖火台を作り上げ

たのも全国ロータリアンの力であります。 

 1965-66 年度、私がクラブ幹事を務めた年度に

は、ロータリー創立 60 周年、日本ロータリー創

立 45 周年を記念して 1965 年 10 月に日本を東と

西に二分した連合地区大会が東京・京都で各々開

催されました。我々が参加した東日本は 6地区連

合で、ホストクラブは東京クラブ、協力は都内所

在各クラブでした。その時にも大会決議第 9号に

より記念事業が行われました。その内容は「桜樹

の植栽」で①植栽場所は東京都砧公園②桜樹の種

類は赤芽山桜・八重桜・吉野桜・大島桜を 2,000

本③桜樹の植栽並びに将来の管理方法④植栽の

時期は本年 3月中…というものでした。さて、当

クラブの周年記念事業の一端を見ますと、15 周

年記念は、繁田パストガバナーが浦和北ＲＣ渡辺

道夫氏にバトンを渡し、ガバナー事務所を閉じた

直後の 1974 年 12 月 12 日、市民会館にて行われ

ました。記念事業その 1は、新装となった入間市

庁舎前庭に、入間市民憲章碑を贈呈致しました。

石碑の原石は群馬県鬼石の三波石で、本橋弥彦会

員の山から掘り出されたものです。その 2として

市内各地から大型バス 11 両によって送迎、入間

市民会館にお年寄り 820 名を招待し、芸人による

敬老慰問演芸大会を開催致しました。式典は 30

分間の簡素なもので、あくまでも記念事業に重点

を置きました。更に 10 年経過後、25 周年式典は

1985 年 1月 26 日に入間市産業文化センターにて

行いました。当時の会長は本橋弥彦氏、幹事は吉

原栄一氏、実行委員長は私が努め、『みんなで参

加し、みんなで祝い、みんなで楽しむ 25 周年』

という大会キャッチフレーズを作りました。今年

は 50 周年ですので大野実行委員長が良いキャッ

チフレーズを作って下さることと思います。記念

事業として入間市の駅前広場に市の木『欅』の大

木をベンチと共に贈呈致しました。そして関係筋

（ロータリー財団・米山記念奨学会・入間市・入

間市社会福祉協議会）に記念事業目録を贈呈致し

ました。祝宴として①瑞穂青少年吹奏楽団の清々

しい調べ②地元出身ポリドール歌手・菅原秀子民

謡ショー（齊藤福太郎式典委員長）を行いました。

過去の実例は数え切れない程あり枚挙に暇があ

りませんが、国家的な重大イベントに対してもロ

ータリーはどのように対応して来たのか、また入

間という一つの田舎の小さなクラブが歩んで来

た半世紀に亘る足跡を訪ねて、それにまつわる記

念事業や行事の一端を紹介しました。過去の実績

を踏まえ、今後の事業を構築する上で構想の一助

になればと思います。クラブの歩んだ足跡を残す

ことは、それとなく自然体でロータリーの存在を

アピールすることに通じることでもあるので、充

分熟慮し念頭に置いた上でその時々に相応しい

対応をすると良いでしょう。そうすることがロー

タリーが地域社会に乖離することなく、上手く対

応してそこに融け込み、一般市民のレベルの中で

人心を捉えて生き続ける秘訣であると思うから

です。 

タイトル部分の写真はフランスの風景です。 
会報委員会（粕谷 齋藤 小田） 
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10 月は職業奉仕・米山月間 
会長の時間          細淵克則会長 
 今月は職業奉仕・米山月間です。第一例会では

米山奨学生のプロイさんの卓話がありました。本

日は、地区職業倫理委員長の平岡達也会員に卓話

をお願いします。ガバナー月信 10 月号に、平岡

委員長の「社訓」に関するお願いが載っています

ので、卓話に先立ちまして私の会社の方針や考え

を話したいと思います。私は 22 才で結婚と同時

に入間市に住居を構え、24 才で建材卸の会社を

立ち上げました。1 年過ぎた頃、お客さんの紹介

により積水ハウスとの取引が始まりました。以後

30 年以上積水ハウスにお世話になり、現在では

埼玉県の荒川右岸全域に生コン発注・クレーン作

業・ポンプ車の手配等を行っています。 
 私は創業当初から、世の中の業種は製造業とサ

ービス業の 2 つだけだと思っています。「無い物

を創り出す」これは製造業です。昔、酒は販売免

許を持つ酒屋でしか買えませんでした。しかし現

在、スーパー・コンビニ等、何処でも手に入れる

ことが出来ます。顧客は商品だけではなく、その

お店が提供するサービスも一緒に買っているの

だと思います。24 時間買える・何でも揃う・輸

入品が買える・特殊な物が手に入る等のサービス

です。当社では創業時からのスローガンとして

『より安く』『より高く』『より感謝』を掲げて来

ました。同じ商品ならより安く仕入れ、何処より

も高く売る…他より多少高くてもお客様が「あそ

こで購入して良かった」と思えるようなサービス

を提供するように考えて来ました。クレーン事業

を始めたのも、お客様がクレーン車の手配で苦労

していたことがきっかけでした。警備会社も同じ

ような発想で立ち上げ、現在ではイオン・カルフ

ール・ダイエー・伊勢丹等の大型店舗や駿河台大

学・法科大学院・大鵬薬品研究所、また山本グル

ープ等の製造工場で施設警備・受付、その他人材

派遣業務等、グループ全体で 15 億の売り上げで

す。当社の経営の根底にあるのは、お客様にどん

なサービスが提供出来るか、そのサービスがどれ

程高く売れるかです。 

 

幹事報告          山岸義弘幹事 

11/5・12 の例会会場は「さくら草ホール」です。

理事会は「ファミリーレストラン」で行います。 

回覧、配布物 

① 10/29(木)日帰り美術館出欠表 

② 11/26(木)入間ＲＣ50 周年記念式典出欠表 

③ 「クラブ定款・細則を知る」勉強会のお知ら

せ＆出欠表 

会報回覧 

飯能ＲＣ 日高ＲＣ 狭山ＲＣ  

委員長報告 

クラブ奉仕委員会      宮寺成人委員長 

 第 2 回と第 3回のクラブ協議会は、ガバナー公

式訪問例会の関係上、7月に実施されました。そ

こで、11/9(月)18:30～クラブ奉仕委員会の実質

第 3回クラブ協議会を開催します。場所は後日連

絡しますので各委員長、宜しくお願い致します。 

ロータリー情報委員会    水村雅啓委員長 

 「入間ＲＣ定款・細則を知る」勉強会を開催致

します。石川嘉彦パストガバナーに講師をお願い

致します。 

日時：11/5(木)18:30～ 

場所：久保稲荷公民館 2Ｆ 

親睦活動委員会       滝沢文夫委員長 

 10/29 はロータリー美術館です。東京国立博物

館では、繁田昌利会員のお茶が販売されておりま

す。美術品は元より、こちらにも注目して下さい。 

 万燈祭りバザーの提供品、現在 14 個です。ま

だ未提供の方は10/21(水)までに事務所にお持ち

下さい。 

職業奉仕委員会       友野政彦委員長 

 皆様の会社の「社訓」またはお家の「家訓」を

お知らせ下さい。地区職業セミナーの教材とさせ

て頂きます。 

健康管理委員会       大野賢次委員長 

 11/12 の講師卓話は、慶應義塾大学教授による

「口腔鏡手術」のお話です。 

50 周年実行委員会    大野賢次実行委員長 

 50 周年記念式典の出席についてですが、現在

当クラブ会員は全員出席、ご夫人方は 19 名、入
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間南ＲＣは会長以下 23 名、金浦ＲＣは会長以下

6名という状況です。また防犯灯は 3年に分けて

設置予定、今年は扇町屋地区を中心に設置します。 

米山奨学委員会       忽滑谷明委員長 

 10 月は米山月間です。米山奨学会の特別寄付

をお願い致します。 

粕谷康彦会員より 

 10/24.25 は万燈祭りが開催されます。24 日は

設営がありますのでお手伝い出来る方は 10:30

に市川生花前に集合して下さい。 

ニコニコＢＯＸ      西山祐三ＳＡＡ 

友野政彦君～平岡達也会員、卓話をお引き受け

頂きありがとう。吉沢誠十君、忽滑谷明君～早退

します。  

本日\3,000    累計\361,546 
出席委員会         繁田光委員長 

会員数 出席数 出席率 前回修正率

43 名 29 名 69.0％ 77.5％ 

＊事前欠席連絡 6 名 

―会員卓話― 

「職業奉仕月間に因んで」 

地区職業倫理委員長  平岡達也会員 

 職業とは

お金を儲け

る為の手段

であり、奉仕

とは「世のた

め人のため」

に何かをす

る こ と で 、

「金儲けの

心」と「世の

ため人のた

めに奉仕を

する心」とは全く次元を異にしています。ところ

がロータリーはこの二つを合わせて「職業奉仕」

と言っているのです。 

 職業奉仕、職業倫理を知るには、ロータリーの

歴史を知ることが必要です。ロータリーが誕生し

た 20 世紀初頭は、極端な自由競争のもと、富と

名声を得る為なら手段を選ばない利己主義者達

が跋扈する世の中でした。職業倫理の低下、信頼

関係の欠如、誰も信じることが出来ない殺伐とし

た状況の中で、お互いに心から信頼し合い、何で

も語り合える友人がいたらどんなに素晴らしい

だろう。そんな発想からロータリーは生まれまし

た。当時の人達は、例会でお互いに経営上の悩み

を話し合い、他業種の人達から様々な知恵を貰い

ましたが、やがて自分達が豊かになる為には自分

達のことだけを考えるのではなく、人のことも考

えなければならないと言うことに気付き、ここか

ら「世のため人のための奉仕の考え方＝倫理」を

考えるようになりました。 

 ロータリーはこうした創立当時の先人達の努

力により職業人の倫理運動へと発展して行きま

す。先人達の中にはシェルドンやハーバート・テ

ーラーがいました。アーサー・フレドリック・シ

ェルドンは He profits most who serves best「最

も善く奉仕する者、最も多く報いられる」という

モットーのもと、職業奉仕並びに職業倫理の理念

を提唱しました。その基本理念とは、自分の儲け

を優先するのではなく、自分の職業を通じ社会に

貢献するという意図をもって事業を営めば、結果

として事業の発展が得られるという独自の考え

方でした。この考えをロータリーがそのまま受け

入れて「職業奉仕」と言いました。従って職業奉

仕の実践とは、企業経営の方法であり、私達の毎

日の職業生活なのです。 

 自分の事業で利益を得る時も、その行為がその

職業に関連する全ての人々の幸せに繋がってい

るか考えることが大切です。①顧客に満足を与え

ているか②納入業者への支払いが滞ってないか

③下請けを泣かせてないか④従業員に不満はな

いか⑤競争相手にフェアな対応をしているか⑥

環境保全に留意しているか…この結果リピータ

ーや新規顧客の獲得に繋がり、高い職業倫理に繋

がります。 

 シェルドンの職業奉仕理念を具体化するもの

として 1915 年に道徳律(職業倫理訓)が採択され、

それからのロータリーは道徳律を如何に自分の

事業所や業界に摘要するかという運動に変わっ

て行きました。しかし、その後の幾多の変遷の中

で職業奉仕理念は衰退して行き、道徳律も廃止さ

れます。これに代わるものとして 1989 年「ロー

タリアンの職業宣言」が採択されました。 

 ハーバート・テーラーは「四つのテスト」の産

みの親ですが、この簡潔な四つの言葉が職業倫理

そのものを表しています。1929 年から始まった

世界大恐慌の煽りを受けて、倒産の危機に瀕して

いたクラブアルミニューム社の再建に取り組み

ました。社員全員に分かり易いターゲットを掲げ

て、正しい営業活動を行えば必ず会社の再建が出

来るのだということを、社員に知らしめる為に考

え出したのが「四つのテスト」です。 

 「四つのテスト」をより分かり易くする為に、

別の訳を紹介します。 

言行はこれに照らしてから 

１．真実かどうか…品質や賞味期限に嘘偽りがな 

いかどうか ２．みんなに公平か…全ての取引先 

に対して公正かどうか ３．好意と友情を深める 

か…信用を高めて取引先を増やすかどうか  

４．みんなのためになるかどうか…全ての取引先 

に利益をもたらすかどうか 

 職業奉仕は難しいと拒否反応を示される方も 

あるかと思いますが、シェルドンやテーラーの思 

想を是非理解して頂きたいと思います。 

 

 

タイトル部分の写真はフランスの風景です。 
 会報委員会（粕谷 齋藤 小田） 
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細淵克則会長 

姉妹都市 

ヴォルフラーツハウゼン市 

(ドイツ連邦共和国)  タイトル部分の写真はフランスの風景 

から来日された方と記念撮影  会報委員会（粕谷 齋藤 小田） 



細淵克則会長挨拶    
ロータリー美術館は 

入間ＲＣ独自の委員会 
であり、地区でも高い 
評価を受けています。 

           秋晴れの空の下、日 
頃の忙しさを忘れて、 
楽しいひとときを過ご 
しましょう。 
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ミュージアムショップにて販売 

繁田昌利会員「茶のはんだ」 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

天皇陛下御即位 20 年記念  
特別展「皇室の名宝―日本美の華」 

 

狩野永徳の唐獅子図屏風、海北友松の浜松図屏風などの

近世美術の名品、また横山大観の朝陽霊峰はじめ鈴木 
長吉の銀製百寿花瓶、川之邊一朝の菊蒔絵螺鈿棚などを 
鑑賞致しました。 

 

★鑑賞後、平成館入口は長蛇の列。11:45 時点で、 

入館までなんと 40 分待ちとのことでした。 
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大正から昭和を駆け抜けた日本画家・速水御舟。４０年

の短い生涯におよそ７００余点の作品を残しましたが、

その多くが所蔵家に秘蔵されて公開されることが少なか

ったため、「幻の画家」と称されていました。 

 

≪炎舞≫（重要文化財）・≪名樹散椿≫（重要文化財） 
≪山科秋≫・≪桃花≫・≪春昼≫・≪百舌巣≫ 
≪昆虫二題 葉蔭魔手・粧蛾舞戯≫・≪翠苔緑芝≫ 
≪紅梅・白梅≫・≪豆花≫・≪オリンピアス神殿遺址≫ 
≪暗香≫・≪牡丹花（墨牡丹）≫・≪あけぼの・春の宵≫ 
≪秋茄子≫他   特別出品 ≪婦女群像≫ 

 

 

 

タイトル部分の写真はフランスの風景

会報委員会（粕谷 齋藤 小田） 
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11 月はロータリー財団月間 
12 月プログラム 

会長の時間          細淵克則会長 
 10/24.25 の万燈祭りは、皆さんのご協力により

無事に終了致しました。宮寺副実行委員長には、

朝の設営、午後から青少年交換留学生開校式出席

の後、再度祭りに参加して頂きありがとうござい

ました。今年は入間ＲＣが実行委員会監事の為、

私自身が鏡開き・中締め・大締めに出席しました

ので設営に参加出来ませんでした。初日は天候に

も恵まれバザー品も完売、お手伝い頂いた会員の

皆さんに改めて感謝申し上げます。二日目は冷た

い雨の幕開けとなりましたが、岩崎直前会長のご

配慮でストーブをお持ち頂き、寒い思いをせずに

助かりました。是非来年度以降の備品チェックリ

ストに加えて頂きたいと思います。 
 10/29 はロータリー美術館、バスにて上野国立

博物館（平成館）にて開催の『皇室の名宝展』と

山種美術館を巡って来ました。『皇室の名宝展』

では大変素晴らしい掛け軸や絵巻物、彫刻や陶器

を鑑賞致しました。十数年に一度の開催というこ

とで館内は大勢の見学客で溢れ、私達が会場を出

たお昼過ぎには入場まで 40 分待ち、長蛇の列が

出来ていました。昼食を浅草ビューホテルの中華

レストランで美味しく頂いた後、山種美術館では

『速水御舟』の日本画を鑑賞、充実した一日を過

ごすことが出来ました。担当のロータリー美術

館・親睦委員会の皆さん、有り難うございました。 
 

幹事報告          山岸義弘幹事 

第 4回理事会報告 

＜協議事項＞ 

① 入間南ＲＣとの合同例会会計報告→承認 

② 1/28 例会→新年会の為場所変更予定 

 

＜報告事項＞ 

① 使途指定寄付 1人 25㌦/パーマネントファン

ド 1人 10 ㌦ 

② 2010 年国際大会（モントリオール）の参加 

案内を回覧 

回覧、配布物 

① ロータリーの友 11 月号 

② ガバナー月信 11 月号 

③ 地区大会記録ＣＤ 

④ 入間市環境まちづくり会報 

⑤ 一般財団法人 比国育英会バギオ基金  

バギオだより 2009 年 11 月号  

⑥ クラブ名称変更のご連絡 

（旧）上福岡ＲＣ→（新）ふじみ野ＲＣ 

⑦ 万燈祭り御礼 入間市青年会議所 

⑧ RI 第 2570 地区 ガバナーエレクト事務所 

開設のご案内 

⑨ ポール・ハリス・フェロー メダル購入申込 

会報回覧 

入間南ＲＣ 狭山中央ＲＣ 新狭山ＲＣ  

今月のお祝い 

会員誕生

摂田 順一君 大野 賢次君  
野村 信一君 関谷 永久君  
宅見  允君 

夫人誕生
関谷ミサ子様 上野 良子様 
粕谷美代子様 

結婚記念

齊藤福太郎君 森田 英郎君 
関根 靖郎君 水村 雅啓君 
宮寺 成人君 山畑 雅廣君 
上野 弘勝君 松井 秀男君 
後藤 賢治君 齋藤 栄作君 
滝沢 文夫君 宅見  允君  

ビジター・ゲスト 

米山奨学生  朴恵善（パク・ヘソン）様 

米山奨学生  コチャワン・パッタマー様 

委員長報告 

クラブ奉仕委員会      宮寺成人委員長 

 11/9(月)18:30～華屋与兵衛にて第 3 回クラブ

協議会を行いますので宜しくお願い致します。 

 当番 内 容 

 3 日 滝沢 クラブ年次総会 会員卓話 

10 日 宅見 講師卓話 

17 日 友野 講師卓話 

24 日  クリスマス例会（夜間） 

入間ロータリークラブ週報        Club Bulletin 



ロータリー情報委員会    水村雅啓委員長 

 本日 6：30～久保稲荷公民館に於いて、石川嘉

彦パストガバナー講師による「入間ＲＣ定款・細

則を知る」勉強会を開催します。 

 50 周年記念誌の原稿依頼をしたいと思います

ので宜しくお願い致します。また会員の顔写真を

例会時に撮影したいと思います。 

雑誌委員会          山畑雅廣会員 

 「ロータリーの友」にはロータリー指定記事が

4つありますので必ずお読み下さい。11 月号表紙

は表裏共、お祭りの写真が掲載されています。 

健康管理委員会       山根宏夫委員長 

 11/12 例会前、11:30～インフルエンザ予防注

射（旧型）の接種を行います。 

万燈祭り実行委員会    宮寺成人副委員長 

 10/24.25 万燈祭りにご協力頂き有り難うござ

いました。お陰様で滞りなく終了致しました。 

50 周年実行委員会      大野賢次委員長 

 記念式典プログラム・招待者名簿が出来ました

ので後日送ります。当日は先発隊が入間発 11:28

レッドアローにて、後発隊は 12:30 バスにて出発

します。記念事業のＬＥＤ防犯灯は順次取り付け

ています。今回は扇町屋 1～3 区を重点的に設置

します。機会がありましたらご覧下さい。 

50 周年記念事業部門委員会  繁田昌利委員長 

 諸井会員より、米山記念館から頂いた月桂樹の

挿し木の経過報告をして頂きます。 

 諸井会員

より…挿し

木をしたう

ちの１つを

お持ちしま

した。生きよ

うと根を伸

ばしている

のが見受け

られます。現在 150 の挿し木があり、来春には根

付いたかどうか判明します。 

 

ニコニコＢＯＸ      西山祐三ＳＡＡ 

山根宏夫君～この度石川パストガバナー夫人

桂子様より、ハワイアンキルトの作品を院内１階

に展示することが出来ました。ありがとうござい

ました。岩崎茂君～この度（株）いわさきの社長

を退任して会長となりました。加藤国夫君～創立

45 周年を迎えることが出来ました。今後共宜し

くお願い致します。山根宏夫君～会報に写真が載

りました。友野政彦君～万燈祭り参加出来ず申し

訳ありませんでした。松井秀男君～お祝いありが

とうございます。宮崎正文君～早退します。細淵

克則君、山岸義弘君、友野政彦君、滝沢文夫君、

森田英郎君、山畑雅廣君、野村信一君、大野賢次

君、吉永章子君、繁田昌利君、繁田光君、粕谷康

彦君、関谷永久君、宅見允君、西山祐三君、水村

雅啓君、岩崎茂君、上野広勝君～加藤さん創立

45 周年おめでとうございます。記念品ありがと

うございました。 
本日¥138,000   累計¥499,546 

出席委員会         繁田光委員長 
会員数 出席数 出席率 前回修正率

43 名 30 名 75.0％ 92.9％ 

＊事前欠席連絡 5 名 

 

―会員卓話― 

「入間ＲＣあまり知られていない零(こぼれ)話」 

齋藤金作会員 

本日はあまり皆さんに知られていないこぼれ

話をいくつか申し上げたいと思います。 

１．地区ガバナー宛年度計画書編集作成作業から

ガバナー事務所へ持参提出まで（今と昔） 

 ◆計画書様式は現行とほぼ同形式。印刷は前年

度迄ガリ版～リコピー印刷、初めての活字体。 

 ◆現在の各委員会が計画を練って記載してお

くことが大切です。 

２．地区ガバナーが公式訪問日を急遽変更、クラ

ブ協議会会場も埼玉銀行からニックスへ 

 ◆50 年の歴史の中で 45年程前に一度発生した

が、珍しい出来事であった。 

３．青少年（現在の新世代）対策は慎重に…失敗

と教訓と課題 

 ◆充分な事前調査を慎重に行ってその後行動

を開始しても決して遅くないと思われる。 

４．来訪ＧＳＥメンバー（スコットランドチーム）

と日本刀（ＧＳＥの歴史の中で） 

◆1965.6.30付地区ガバナー神守源一郎氏のガ

バナー月信を見ると「研究グループ交換」プ

ログラムに我が地区の参加決定とある。Ｒ財

団の新プログラムの 1 つ「研究グループ交

換」が実施の運びとなる。ＲＩと打ち合わせ

の結果、また全日本各地区ガバナーとも連絡

の結果、我が 358 地区が日本の代表として世

界で初めてのこの計画に参加することにな

った。当地区はこのプログラムに最初から参

画している。 

◆当初ＧＳＥは 2年 1パックプログラム、訪問

滞在期間 2ヶ月間(現在は 1ヶ月)、構成メン

バー数はリーダー＋6メンバー。初回の相手

はカリフォルニアの513地区で1966-67派遣。

プログラム発足から現在迄 44 年間、10 回実



 
 
 
 
「日露戦争の結末」 
 日露戦争で日本軍はロシア軍に勝

ったが、二百三高地を攻撃するのには

非常に苦戦をした。蔭になる所がない

為多大の犠牲を拂ったが、遂にここを

占領した。 
 ロシア軍は旅順に退却したが非戦

闘員を多数抱えている為、遂に敵将ス

テッセル将軍は降伏した。その後ステ

ッセルはロシアの軍法会議で裁かれ

10 年の刑に処され、刑を終えた後行

商人となって生活していたという。 
 日本軍の乃木大将・東郷大将は軍神

として崇められ、乃木神社・東郷神社

として祀られた。大変な違いだ。 
 
「卵買い」 
 昔農村に卵買いを商売にする人が

あった。農家一軒々廻って 10 個 20 個

と買い集めて問屋に卸すことで生計

を立てていた。当時は卵も貴重品だっ

た。農家も自家消費は僅かにして、大

部分を現金化し、他の費用に充ててい

た。現在は大量生産で価格も安く、野

菜や魚と同等、国民の体位向上に役立

っている。 
 日本経済は現在のように良き時代

に改善されているので、人間の寿命も

年々延びている。我が友も 80 才や 90
才で一生を終えることは勿体ないと

思う。是非 100 才以上位迄は長生きさ

れることを希望する。 

施。第 2回の相手は 101 地区スコットランド

のエジンバラ、グラスゴー地域。入間方面訪

問、ホンダ工場・茶研・織物組合視察の晩、

浅見文蔵会長宅に 2名宿泊、和室床の間に飾

られた 2振りの日本刀に話題集中。第 3回は

繁田地区ガバナーの時、カナダ・アメリカ混

成チーム。 

５．地区分割のＲＩ決定が早過ぎ、一年度繰り上

げ「ガバナー誕生」という珍事発生。当事者

は当クラブ故繁田正一氏、ガバナー事務所急

遽結成。 

 ◆1972.10.19 開催 RI 第 357 地区ガバナー指名

委員会(委員長：半田利一地区ガバナー) 

各ＲＣは 1972.12.10 迄に他にガバナーニミ

ニー候補者がなかった場合は、指名委員会指

名の繁田正一君を 1974-75 年度 RI 第 357 地

区ガバナーノミニーと宣言する。(1973-74

年度ガバナーノミニーは木更津ＲＣ藤代善

次郎氏に決定済み) 

※尚、本 357 地区が 1973.7.1 より分割せら

れる場合は自動的に 1973-74 年度ガバナー

ノミニー候補者に変更せられるものとし、

1973 年 3 月浦和市に於いて開催される地区

大会にてRI細則第13条第5項により正式に

承認を必要とするものである。 

◆決定後は連日の浦和・隅田産業内ガバナー事

務所通い、地区幹事(制度発足初代)鈴木政義

氏に師事。ガバナー事務所：齋藤金作(地区

幹事)・吉田準一(副幹事)・藤田貞雄(副幹

事)・川合繁男(副幹事)・繁田峰子(事務)・

野村ふみよ(英文タイプ) 

６．半世紀の歴史の中で初めてアクティング・ガ

バナー制度が適用される。 

 ◆1976-77 年度、会長 齋藤金作、幹事 宮岡仁

平。地区ガバナー高橋理平氏、三峰山で青少

年交換学生オリエンテーション実施中に発

病(1976.8.17)。ＲＩ会長は直前地区ガバナ

ー山口大氏を 1976.9.20 付けでアクティン

グ・ガバナーに任命。 

７．ロータリーの歌と「四つのテスト」に曲をつ

けた人はどこの人？ 

 ◆ロータリーには公式の歌は存在しない。 

 ◆＜歌の起源＞1905 年、シカゴＲＣ5人目のメ

ンバー4 代会長の Harry・L・Ruggles が第 6

回例会時に合唱を取り入れる(親睦・和ら

ぎ・友愛の一手段とする) 

◆＜日本のＳＯＮＧ＞1935 年京都地区大会で

「奉仕の理想」「我等の生業」が発表される。 

◆「四つのテスト」は 1932 年シカゴのロータ

リアン Herbert・Taylor により 24 の単語か

ら出来上がる。1954 年 8 月、邦訳決定。作

曲者は日本人、船橋ＲＣ会長・倉田芳雄氏で

あることが 1972.3.15 発行のガバナー月信

に紹介されている。 

 

 

タイトル部分の写真は香港・マカオの風景です。 
    会報委員会（粕谷 齋藤 小田） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ＲＩ会長：ジョン・ケニー        ＲＩ第 2570 地区ガバナー：加藤 玄静 

■例会日：木曜日 12：30～13：30   ■例会場：丸広百貨店入間店６Ｆ バンケット・ホール  Tel.04-2963-1111 

■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 

■会長：細淵 克則 幹事：山岸 義弘 会報委員長：粕谷 康彦 Email：iruma－rc＠jupiter.plala.or.jp  

 先週の例会は、50 周年に当たりお願いしまし

た齋藤金作会員の 2 回目の卓話がありました。人

に話をする際、特に歴史に関係する事柄では間違

いは許されません。今回齋藤会員は、ロータリー

の友・ガバナー月信・会報（全て 50 年分所蔵と

のこと）を参考に、ご自身の経験を交えてお話下

さいました。齋藤会員のようにロータリー歴が長

く知識の豊富な方でも、きちんと事前準備をした

上でのお話だったようで、頭の下がる思いでした。 
11/5 はロータリー情報委員会の家庭集会があ

りました。水村委員長の下、入会 3 年未満の会員

をはじめ、長老会員まで 10 数名が参加、石川パ

ストガバナーを講師に入間ＲＣ会則・細則につい

ての勉強会でした。時には厳しい質問も出ました

が、和気あいあいとした雰囲気で、大変意義のあ

る家庭集会でした。 
11/9 にはクラブ奉仕委員会の家庭集会が開催

されました。以前は公式訪問前が秋でしたので、

その時に第 3 回クラブ協議会を行っていたので

すが、現在は公式訪問が 7 月にあり、1 月の第 4
回目と間が空くようになりました。今回その隙間

を埋める為、クラブ奉仕部門のみ行いましたが、

各委員長の経過説明と今後の活動が再確認出来、

内容のある家庭集会でした。 

第 １９ 号  ２５７８  回例会 ２００９年 １１月 １２日（木）  当番  摂田 順一  君

 

11 月はロータリー財団月間 
会長の時間          細淵克則会長 

11/26 はいよいよ 50 周年記念式典が開催され

ます。当日は多くの来賓の皆様や仲間のロータリ

アンがお見えになります。入間クラブの皆さんに

は、お客様に対して「おもてなしの心」を持って

お迎え頂きたいと思います。その為には、各会員

が役割分担をしっかりと把握することです。役割

が分からず、ロビーで時間を持て余すような事は、

見た目にも大変見苦しい事ですので、そのような

事のないようにお願い致します。大野実行委員長

には大変ご苦労をおかけしますが、最後まで宜し

くお願い致します。 
 

 

 

 

幹事報告          山岸義弘幹事 

① 万燈祭り立て替え分→今週中に精算 

② 事業参加費残高ポスティング 

  50 周年個人負担金(¥30,000)も処理 

創立 45周年お祝い       加藤国夫会員 

振り返ると昭和

39年創立以来、45

年は長いようであ

り、アッという間

に過ぎたような気

もします。この度

会長に就任致しま

したが今後共宜し

くお願い致します。 

回覧、配布物 

① 入間万燈祭り実行委員会「御協賛御礼」 

② 3 ヶ月 出席率状況表 

例会変更 

所沢中央ＲＣ12/21(月)→12/19(土)家族同伴忘

年会 12/28(月) .1/11(月)例会取り止め 1/25(月)

→所沢市内 5クラブ合同例会に振替 

新所沢ＲＣ12/8(火)→12/5(土)家族と共に忘年

会 12/29(火)例会取り止め 1/26(火)→所沢市内 5

クラブ合同例会に振替 

所沢ＲＣ12/22(火)クリスマス例会(川越プリン

スホテル)12/29(火). 1/5(火)例会取り止め

1/12(火)新年会(セレス所沢)1/26(火) →所沢市

内 5クラブ合同例会に振替 

飯能ＲＣ12/16(水)クリスマス例会(飯能プリン

スホテル)12/30(水)例会取り止め 

会報回覧   飯能ＲＣ 日高ＲＣ  

ビジター・ゲスト 

防衛医科大学 第一外科   柿原 稔様 

飯能ＲＣ          土屋良一様 

委員長報告 

50 周年実行委員会      大野賢次委員長 

 本日例会後、行事部門委員会の打ち合わせを行

います。来週例会時、記念誌用の個人写真撮影、 

50 周年記念バッチを配布致します。 
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健康管理委員会       山根宏夫委員長 

 防衛医科大学 柿原稔先生に「現在の腹腔鏡手

術」特に胆嚢摘出の実態について解りやすく御講

演頂きました。(Microsoft Power Point 使用) 

 胆石をお持ちの方、又は胃部不快感・右肝臓周

辺違和感のある方は一度受診をお勧め致します。 

米山奨学部門委員会     忽滑谷明委員長 

 11/8(日)東松山紫雲閣に於いて、米山奨学部門

のカウンセラー及び奨学生のセミナーが開催さ

れ、吉永地区員・プロイさんと共に参加して参り

ました。 

◆グループ研修会（分科会） 

 カウンセラーと奨学生が分かれ、問題点や対

策、また奨学生としての活動、奨学生になっ

ての感想等を意見交換。 

◆次年度の奨学生は 23名(繰り越し 8名・新規

15名)当クラブカウンセラー・奨学生は継続。 

◆2570 地区として、日帰り「米山記念館訪問」

旅行→2010 年 3/13(土) 

ニコニコＢＯＸ      西山祐三ＳＡＡ 

 土屋良一様～お世話になります。50 周年おめ

でとうございます。記念式典は予定があり失礼さ

せて頂きます。山岸義弘君～土屋先生ようこそ。

写真ありがとう。友野政彦君～煙草を止めました。

繁田光君～石川嘉彦さん・杉山さん写真ありがと

う。忽滑谷明君～山根先生、予防注射ありがとう。

加藤さん写真ありがとう。齋藤金作君～写真あり

がとう。早退します。細淵克則君、齊藤福太郎君、

石川嘉彦君、西山祐三君、粕谷康彦君、滝沢文夫

君、晝間和弘君～加藤さん写真ありがとう。 

本日¥14,000   累計¥502,546 

出席委員会         繁田光委員長 
会員数 出席数 出席率 前回修正率 

43 名 27 名 67.5％ 55.3％ 

＊事前欠席連絡 6名 

 

―講師卓話― 

「最新の腹腔鏡手術とは～胆嚢摘出を中心に」 

防衛医科大学 第一外科   柿原 稔様 

＜講師プロフィール＞ 

日本内視鏡外科学会技術認定医 
 

柿原先生による 

腹腔鏡下胆嚢摘出手術 

1992 年 3月～2009 年 

10 月迄総数 1172 例 

2006 年～3年半 415 例 

1 年で約 100 例 

 

腹腔鏡胆嚢摘出手術とは、お腹を切らずに手術

をするというもので、1992 年アメリカとフラン

スで行われました。日本でも翌年から始まり、私

も取り組み始めました。現在防衛医大外科に所属

しておりますが、むしろ軸足は豊岡第一病院に置

いて防衛医大の 4倍位の手術を行っています。 

◆胆石症とは 
胆管に石が出来る病気。胆嚢にある場合…胆嚢

内結石という。 

◆胆石の出来る場所 

◆胆石の原因＜推計患者数 1,000 万人＞ 

「胆石」の正体はＸ線に写らないコレステロール 

胆石のリスクファクター→肥満・女性（女性ホ 

ルモン）・便秘・運動不足 

◆胆石になりやすい人 

 ①太った中年女性 ②太った中年男性 

 極端なダイエットによる胆石症が多くなって

いる。食事量が減って胆汁が濃縮された為に起

こる。かなり急速に石が大きくなり、早ければ

1ヶ月で胆石症の症状が出て来る。 

◆胆石の割合 

日本人の胆石保有率は食生活の欧米化、すなわ

ち脂肪の摂取量の増加と共に増える傾向にあ

り、現在は 15～20％の人が持っていると推測

される。（女性は男性の 2倍と言われている） 

※胆石症状のある人は胆石保有者の 10～20％

で、残り 80％の人は無症状。 

◆症状のある胆石症 

医学的に手術適応、このうち約 1～4％に胆嚢

癌が発見される。ただし早期で粘膜内にとどま

っていることが多く、追加切除の必要なし。 

◆胆嚢癌 

 癌の中では治療困難のもののひとつで、胆嚢に

発生する悪性腫瘍。我が国での発生頻度は 5万

人に 1人程度。 

◆開腹手術と腹腔鏡下手術の比較 

 ＜開腹手術＞傷が大きい/出血・化膿・破裂の

危険/手術後の痛み・呼吸困難・肺炎・エコノ

ミー症候群等を起こす/入院期間 14日前後 

 ＜腹腔鏡下手術＞小さな穴 3～4 個/痛み少な

い/入院期間は 3～5日間 

◆腹腔鏡下手術を勧められたら 

 医師が手術認定医かどうか/自分の受ける手術

の経験症例数/手術の合併症等を質問する。 

※自分が安全に手術を受けられるか確認する

のは、患者さんの権利である。 

 

タイトル部分の写真は香港・マカオの風景です。 
         会報委員会（粕谷 齋藤 小田） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ＲＩ会長：ジョン・ケニー        ＲＩ第 2570 地区ガバナー：加藤 玄静 

■例会日：木曜日 12：30～13：30   ■例会場：丸広百貨店入間店６Ｆ バンケット・ホール  Tel.04-2963-1111 

■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 

■会長：細淵 克則 幹事：山岸 義弘 会報委員長：粕谷 康彦 Email：iruma－rc＠jupiter.plala.or.jp  

 

第 ２０ 号 ２５７９ 回例会 ２００９年 １１月 １９日（木）  当番  関根 靖郎  君

11 月はロータリー財団月間 
会長の時間          細淵克則会長 
 本日 10 時より、入間市戦没者追悼式に参列し

て来ました。会長に就任するまでは、このような

式典があることすら知りませんでした。会長にな

ってから入間市について色々なことを知ること

が出来、大変勉強になります。64 年前の大戦で

は、入間市民の多くの方が出征し 770 名余りの方

が戦死したそうです。当然私は戦争を知らず、平

和が当たり前の時代に育って来ました。今この時

代にも、何処かの国で紛争などにより尊い命が失

われています。「ロータリーの理念」の中にも『世

界における親善と平和の確立に寄与する事を目

指した…』とあります。これはロータリーに限ら

ず、全世界の人の共通の義務だと思います。入間

ＲＣ50 周年記念式典が、いよいよ来週 26 日に行

われます。先週もお話しましたが、当日は各々が

役割分担をしっかり把握して、お客様に楽しんで

頂けるようにご協力をお願い致します。 
野村信一会員より、お祝い金 20 万円を頂きま

した。(祝 入間ＲＣ50周年/祝 歓迎 金浦ＲＣ) 

 

幹事報告          山岸義弘幹事 

① 12 月のロータリーレート 90円 

② 回覧→・RI第 2570 地区ＧＳＥチーム派遣団

長及び団員募集について 

・RI第 2570 地区ロータリー財団地方

補助金申請手続きのご案内 

回覧、配布物 

① ＲＯＴＡＲＹ ＷＯＲＬＤ 

② RI 第 2570 地区ＧＳＥチーム派遣団長及び 

団員募集について 

③ RI 第 2570 地区ロータリー財団地方補助金 

申請手続きのご案内 

④ ハイライトよねやま 117 

⑤ 入間ＲＣ50周年記念バッチ 

 

ビジター・ゲスト 

地区ロータリー財団部門委員長 

寄居ＲＣ   小池貞作様 

 

委員長報告 

指名委員会         繁田昌利委員長 

 11/27(金)18:00～「魚いち」にて、指名・諮問 

委員会を開催致します。 

プログラム委員会      上野弘勝委員長 

～12月プログラム変更のお知らせ～ 

・12/ 3 会員増強委員会担当例会→社会奉仕委員 

会担当講師卓話に変更（ｸﾞﾘｰﾝｾﾝﾀｰ文字山様） 

・12/10 社会奉仕委員会担当例会→会員増強委員

会担当例会に変更 

・12/17 講師卓話（馬英華様）「最新の中国経済」 

・12/24 クリスマス例会（飯能プリンスホテル） 

 今年度のクリスマス例会はイヴと重なってお

ります。是非ご家族お誘い合わせの上、多数の

ご参加をお待ちしております。 

職業奉仕委員会       友野政彦委員長 

 皆様方の事業所・ご自宅にある「社訓」「家訓」

を事務局までお寄せ下さい。 

国際奉仕委員会       吉永章子委員長 

 前年度よりの引継ぎである国際ロータリー第

3690 地区、金浦ＲＣとのマッチング・グランド

は 9 月中頃に国際ロータリー日本事務局へ申請

書を提出したが、リーマンショックの影響で本年

度に限り財団からの補助金は 70％削減され、又

申請時期も早くなり、結局却下された。財団から

の補助金が不可なので、両クラブと両地区のＤＤ

Ｆ（地区財団活動資金）のＭ・Ｇに仕切り直しと

なり、新たに金浦ＲＣより申請書を提出した。現

在、財団本部からアナウンスメントレター（承認

通知）待ちである。 

＜事業内藤＞ 

＊金浦市障害者福祉施設 障害者リフト車輌 

寄贈事業 

＊総事業費・・・US$29.000 

金浦ＲＣ及び第 3690 地区・・・US$21,000 

入間ＲＣ及び第 2570 地区・・・US$ 8,000 

50 周年実行委員会      大野賢次委員長 

・11/16 メトロポリタンにて最終打ち合わせ 

・各自交通手段を確認 

・プログラム完成 
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「綿花について」 
 絹は美しい織物であるが保温力では綿に及

ばない。現在、綿花は気候の暑い地方で大量

に生産され、輸入自由化で安値で取引されて

いるが、江戸幕府時代は日本人自身で貿易も

出来ず貴重品であった。肥料にニシンを使っ

ても商売が成り立った。高田屋嘉兵衛は北海

道からニシンを大量に輸送して成功した。 

・出席 156 名（式典 154 名/祝宴 153 名） 

・50周年を記念して財団に寄付 

ニコニコＢＯＸ      西山祐三ＳＡＡ 

小池貞作様～本日はお世話になります。細淵克

則君、山岸義弘君、平岡達也君、岩崎茂君～小池

部門委員長ようこそ、卓話宜しくお願いします。

吉永章子君～小池部門委員長、マッチング・グラ

ントではお世話になりました。宮寺成人君、摂田

順一君、吉永章子君～加藤さん写真ありがとう。

加藤国夫君～プライベートゴルフコンペで優勝

しました。繁田昌利君～光君、石川遼君の写真あ

りがとう。忽滑谷明君～早退します。 
本日¥17,000   累計¥516,546 

出席委員会         繁田光委員長 
会員数 出席数 出席率 前回修正率 

43 名 30 名 71.4％ 87.5％ 

＊事前欠席連絡 6名 

 

―講師卓話― 

地区ロータリー財団部門委員長 

寄居ＲＣ   小池貞作様 

 平素の財団部門

へのご協力に対し、

心から御礼申し上

げます。本日は財

団月間ということ

で、最近の財団の

動向などをお話し

したいと思います。 

 

（１）今年度の地区財団寄付目標について 

 年次寄付 130 ㌦・使途指定寄付 50 ㌦・恒久寄

付 20 ㌦＝合計 200 ㌦が地区目標です。目標を達

成すると、3年後にシェア・システムにより 50％

が地区へ戻りDDFとなり、地区補助金2万㌦以上、

国際親善奨学生 5人程度の推薦が出来ます。 

（２）ポリオ撲滅とチャレンジ寄付金について 

 ビル＆メリンダ・ゲイツ財団からの 3億 5千 5

百万㌦の寄付に対し、Ｒ財団の 2億㌦のチャレン

ジ寄付金は10/24現在9,900万㌦に達しておりま

す。ビル・ゲイツ氏は「ロータリーの並々ならぬ

努力は、公共保健の分野において歴史上最も重要

な偉業である」と、ロータリーの行動を高く評価

しています。世界ポリオ撲滅計画（GPEI）に必要

とされる総費用は 79 億㌦と言われ、公的機関が

39億㌦、その他の機関が 40億㌦、その内Ｒ財団

は 12 億㌦(15％)の寄付累計が予想されています。 

（３）ロータリー財団未来の夢計画について 

 1917 年にアーチ・Ｃ・クランフにより創設さ

れたＲ財団は 2017 年財団創立 100 周年を迎えま

す。まもなく 100 年を迎える財団の運営をどうす

るか、方向性が決定されて準備期間に入りました。 

（４）Ｒ財団の投資収益について 

 ロータリー財団は約 8 億㌦の資産を運用して

投資収益を上げ、財団運営費とプログラムに拠出

しています。その内容は「厳しい投資規定」に従

い、今回のような経済不況でも極力損害を少なく

する配慮があります。今年度のＲ財団の投資収益

は、6月現在で－16,400 万㌦、ＲＩの投資収益は

－1,200 万㌦となる模様です。ＲＩとＲ財団共に

次年度予算編成において、経費の節減など厳しく

対処することが予想されます。 

「ポリオ・プラス」に命をかけたロータリアン 

ＲＩにとって初めての地球的規模の財団プロ

グラムを誕生させた人、命をかけてこの計画の推

進に献身された日本のロータリアンを紹介致し

ます。東京麹町ＲＣの山田ツネさんです。山田さ

んは 1981 年からハシカの免疫プロジェクトを監

督する為に、ボランティアとしてインドに行きま

した。その経験がポリオ免疫プロジェクトを発足

させたのです。 

山田さんは 1925 年のお生まれ、東京大学をご

卒業になり、富士ゼロックス（株）の東南アジア

地域支配人を務め、1987～88 年度麹町ＲＣの会

長を務められました。 

山田さんのポリオ献身の始まり・・・「仕事で

インドに行った時、夜遅くまで続いた会議の帰り

道にギョッとして立ち止まった！ガサガサと物

音がしたのです。音の方をじっと見ると、月明か

りに私が見たものは、やせ細った少年が肘と手を

使って這っている姿でした。この少年は小児麻痺

に罹り足が麻痺下のでしょう。私はこの少年を見

た時、この子供達を日本人の手でポリオから救い

たいと硬く決意をしたのです。」 

山田さんは地区の国際奉仕委員長や国際協議

会のグループリーダーなどで、ポリオの募金活動

を全世界へ向けて訴えたのです。もう１人、地区

の国際奉仕委員長を務めた、医師の峰英二さんで

す。山田さんを助けての献身的な活躍は忘れるこ

とは出来ません。ポリオ撲滅のプログラムが日本

人の手でスタートを切った事実は記憶に残して

おきたいものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タイトル部分の写真は香港・マカオの風景です。 
    会報委員会（粕谷 齋藤 小田） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ＲＩ会長：ジョン・ケニー        ＲＩ第 2570 地区ガバナー：加藤 玄静 

■例会日：木曜日 12：30～13：30   ■例会場：丸広百貨店入間店６Ｆ バンケット・ホール  Tel.04-2963-1111 

■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 

■会長：細淵 克則 幹事：山岸 義弘 会報委員長：粕谷 康彦 Email：iruma－rc＠jupiter.plala.or.jp  

 

第 ２１号 ２５８０ 回例会 ２００９年 １１月 ２６日（木）  当番 上野 弘勝 君

  

 

 

 

 

記念式典 
＜司会  幹事 山岸義弘  司会アシスタント 国際奉仕委員長 吉永章子＞ 

開会の辞              50 周年副実行委員長  山畑雅廣 

国家「君が代」ロータリーソング 「奉仕の理想」 斉唱 

会長挨拶              会  長        細淵克則 

ＲＩ会長メッセージ紹介       幹  事        山岸義弘 

来賓紹介              会  長        細淵克則 

物故会員に黙祷           会  長        細淵克則 

記念事業発表並びに目録贈呈     50 周年実行委員長    大野賢次 

表彰・感謝状贈呈          会  長        細淵克則 

来賓祝辞第             2570 地区ガバナー   加藤玄静様 

                スポンサークラブ大宮ＲＣ会長       杉田富徳様 

                      入間市長               木下 博様 

祝電披露              幹  事        山岸義弘 

閉会の辞              パスト会長       齊藤福太郎 

記念演奏 
ピアノ演奏             演 奏 者        山本幸子 

祝  宴 
＜司会  50 周年実行委員会幹事 齋藤栄作＞ 

開会の辞              パスト会長       齋藤金作 

ロータリーソング「入間路に朝が来る」 

会長挨拶              会  長        細淵克則 

来賓挨拶              金浦ＲＣ会長      金 萬哲様 

乾杯                パストガバナー     石川嘉彦 

懇親会 

大締め           第 3グループガバナー補佐    佐藤信男様 

ロータリーソング「手に手つないで」 

閉会の辞              パスト会長       山根宏夫 

入間ロータリークラブ週報        Club Bulletin 



50 周年記念式典会長挨拶     細淵克則会長 
 本日は御多用の中、国際ロータリー第 2570 地区ガバナ

ー加藤玄静様、スポンサークラブ大宮ＲＣ会長 川島利夫

様はじめ、多くのロータリー関係者の皆様、また入間市

長 木下博様をはじめ御来賓の皆様、入間ＲＣ50 周年記

念式典に御列席頂き、心より歓迎致しますと共に、クラ

ブを代表し御礼申し上げます。 

 入間ＲＣは大宮ＲＣ特別代表、故松本鉄次郎様の下に、

昭和 34年 11/21 創立総会を開き、翌 35年 1/27 に国際ロ

ータリーより承認されました。埼玉県下では 5 番目、第

2570 地区では 3 番目の歴史あるクラブでございます。   

当クラブ 50年の歴史の中で、多くの諸先輩方がご活躍さ

れました。地区ガバナー経験者、故繁田正一会員、2007-08

年度石川嘉彦パストガバナーはじめ、分区代理、ガバナー補佐として 8名の会員が、また地区での個人

表彰・国際ロータリーの表彰・クラブ表彰と、数多くの表彰も戴いております。そして社会奉仕活動に

おいても、各年度会長の下、地域社会で立派な成果を残して参りました。これらはメンバー各自が「奉

仕の理想」への熱意を途切れることなく受け継いで来た証しだと思います。 

 さて現在の日本では、平成不況、失われた 10 年と言われて久しく、また昨年のリーマンブラザース

の破綻をきっかけに全世界的な、100 年に一度の金融危機と言われているのが現状です。派遣労働者の

契約打切り、正社員のリストラ、新卒者の採用控え等、深刻な雇用問題が発生し、企業倫理では、産地

擬装問題・汚染米の販売等、職業に於ける道徳的水準の低下が見られます。またこれらの問題に起因す

る社会秩序の崩壊や、悲惨な暴力事件等、昨今の背景は正に百数年前に、ロータリーが誕生した時代背

景に酷似しているのではないでしょうか。荒廃したシカゴの町で、ポール・ハリス他 3人の青年が始め

たロータリー運動は、時代の変遷と共に世界中に根付き、世界における親善と平和の確立に寄与し、ま

た人道支援にも貢献して参りました。同じく 50年前、20数名で始まった入間ＲＣの奉仕活動も国際ロ

ータリー100 年の歴史と共に、世界の平和に、国家の発展に、そして地域社会の奉仕に貢献して来たと

自負しています。さらに今年度、国際ロータリー会長ジョン・ケニーは『ＴＨＥ ＦＵＴＵＲＥ ＯＦ 

ＲＯＴＡＲＹ ＩＳ ＩＮ ＹＯＵＲ ＨＡＮＤＳ』『ロータリーの未来は、あなたの手の中に』とテ

ーマを掲げています。 

 一世紀余りに渡り発展をして来た奉仕活動は、末永く引き継いで行かなければなりません。これは過

去から未来へ繋ぐ鎖です。そしてこの鎖が解けることなくより太い鎖として繋いで行くことが使命です。

2006 年に国際ロータリーは新たなる 100 年に向かって、第一歩を踏み出しました。我が入間ＲＣも 50

年前の創立メンバーに敬意を表すと同時に、諸先輩方が築き上げて来られた歴史と伝統を守り、更に発

展させるべく邁進して行かなければなりません。「ロータリーの理念」の下に、様々な社会問題や地球

温暖化等の環境問題、そして飢餓救済の為に微力ながら今日、会員全員が新しい第一歩を踏み出す事を

約束して会長の挨拶とさせて頂きます。 

 

50 周年実行委員長挨拶     大野賢次実行委員長 
 本日は皆様方には公私とも御多用の中、入間ＲＣ創立

50周年記念式典にご臨席を賜りまして誠にありがとうご

ざいます。 

 入間ＲＣは多くの方々のご指導、ご理解を頂き、50周

年という大きな節目を迎えることが出来ました。私たち

はこの 50周年を記念して、これまでお世話になった方々

や地域に対して、少しでもお役に立てることをしようと

実行委員会を立ち上げました。そして試行錯誤の結果、

今や地球規模で取り組んでいるエコに取り組もうという

ことになりました。 

 今、世界の国々は地球の未来を考え、ＣＯ2 の削減に

取り組んでいます。そこで私たちも微力ながら、ＣＯ2

の削減そして地域の安全と防犯を兼ねてＬＥＤ（発光ダイオード）防犯灯の設置を決めました。これに

よりＣＯ2 や消費電力の削減、並びに環境に優しい街作りをすることが出来ます。創立 50 周年を機に

向こう 3年間で 120 基のＬＥＤ防犯灯を入間市に寄贈することにしました。 

 皆様方にも、こうした取り組みを是非ご理解頂きますと共に、今後ともご支援・ご協力をお願い致し

まして挨拶とさせて頂きます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ＲＩ会長：ジョン・ケニー        ＲＩ第 2570 地区ガバナー：加藤 玄静 

■例会日：木曜日 12：30～13：30   ■例会場：丸広百貨店入間店６Ｆ バンケット・ホール  Tel.04-2963-1111 

■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 

■会長：細淵 克則 幹事：山岸 義弘 会報委員長：粕谷 康彦 Email：iruma－rc＠jupiter.plala.or.jp  

 

第 ２２ 号 ２５８１回例会  ２００９年 １２月 ３日（木）  当番 関谷 永久 君

12 月は家族月間 
1 月プログラム 

会長の時間          細淵克則会長 
 11/26 の 50 周年記念式典ではご協力ありがと

うございました。大野実行委員長には昨年 8 月に

お願いしてから 1 年数ヶ月に渡り、委員会開催や

準備・手配等で仕事どころではなかったのではな

いかと思います。また記念事業部門の繁田委員長

にも度重なる検討会の結果、入間市の為に大変役

に立つＬＥＤ防犯灯設置にご尽力頂きました。今

年から 3 ヶ年に渡り市内各所に 120 基が点灯し

て行きます。 
さて、記念誌部門の水村委員長には今後資料や

写真の整理、原稿の手配等、編集業務が始まりま

すが、どうぞ宜しくお願い致します。この 50 周

年の年に会長をさせて頂いたことは私にとって

大変貴重な経験になりました。元来、私は人前で

話すことが苦手な性格で、50 周年の時の会長は

気の重い仕事でした。しかし齋藤金作会員から

「50 周年の会長は自分で計算しても出来ない。

たまたまその時に選ばれた人がなるのだから、と

にかく一生懸命頑張りなさい。」と言われた言葉

が励みになり、無事終了することが出来ました。

皆様本当にありがとうございました。 
幹事報告          山岸義弘幹事 

第 5回理事会報告 

＜協議事項＞ 

① 1 月プログラム→承認 

② 看板メンテナンスの件 

③ 入間万燈祭り・日帰り美術館会計報告→承認 

＜報告事項＞ 

① 11/30 交通安全出陣式出席 

② 11/30 入間 4クラブ合同会長幹事会出席 

③ 埼玉県地域防災サポート企業・事業所登録の 

 

お願い及び申請書・モントリオール国際大会 

参加申込み→回覧 

回覧、配布物 

① 学友会ニュース 2009 年 10 月号 

② ロータリーの友 12月号 

③ ガバナー月信 12月号 

④ 入会 3年未満会員研修会ご出席の御礼 

⑤ 金浦ＲＣマッチング・グランド事業の件 

  及び 50周年式典の御礼 

⑥ ブライダル委員会便り第 5号 

⑦ 入間市社会福祉協議会より 社会福祉事業

寄付金の御礼 

⑧ 武蔵野音大管弦楽団合唱演奏会のご案内 

⑨ 埼玉県地域防災サポート企業・事業所登録の

お願い及び申請書 

⑩ 12/24(木)クリスマス家族会出欠表 

例会変更 

日高ＲＣ12/29(火)・1/5(火)例会取り止め 

所沢ＲＣ12/22(火)クリスマス会 12/29(火)・

1/5(火)例会取り止め1/12(火)→1/14(木)新年

会に振替 1/26(火)所沢市内 5 クラブ合同例会  

新狭山ＲＣ12/21(月)年末家族会 12/28(月)・

1/11(月)例会取り止め 1/25(月)狭山 3ＲＣ新

春合同例会 

会報回覧 

所沢ＲＣ 所沢東ＲＣ 所沢中央ＲＣ 

狭山ＲＣ 新狭山ＲＣ 狭山中央ＲＣ  

ビジター・ゲスト 

総合クリーンセンター副主幹   文字山茂様 

〃          大津征児様 

米山奨学生    コチャワン・パッタッマー様 

今月のお祝い 

会員誕生 

石川 嘉彦君 荒井 正武君  
細淵 克則君 加藤 国夫君  
忽滑谷 明君 滝沢 文夫君 
晝間 和弘君 

夫人誕生 齊藤 秀子様 宮寺美智子様 
西山 晴世様 

結婚記念 杉山定太郎君 

 当番 内 容 

 7 日 友野 市長年頭所感 

14 日 忽滑谷 ロータリー美術館 

21 日 繁田光 第 4回クラブ協議会 

28 日  新年会（夜間） 

入間ロータリークラブ週報        Club Bulletin 



古稀のお祝い         石川嘉彦会員 

―クラブ年次総会― 

指名委員会報告       繁田昌利委員長 

１．11/5 例会にて細淵会長より、2012-13 年度会

長候補者を指名委員会にて決めるようにとの

要請がありました。11/10指名委員会を開催し、

吉永章子会員を 2012-13 年度会長候補者とし

て決定致しました。 

＊出席者：繁田委員長・山畑会員・水村会員 

（岩崎会員は欠席により委任受理） 

２．尚、次年度会長の平岡勲一郎会員が病気の為

会長辞退の申し出を受け 11/10 の指名委員会

にて討議、次年度会長を山岸義弘会員に就任し

て頂くことに決定致しました。 

１・２共、拍手にて承認されました。 

＜山岸義弘会員挨拶＞ 

諸先輩がおられる中でご指名を受けました。精 

一杯やらせて頂きますので皆様のご協力を宜

しくお願い致します。次年度の体制につきまし

ては早目に発表致します。 

＜吉永章子会員挨拶＞ 

 本日、繁田昌利指名委員長より会長ノミニーの

指名を頂きました。慎んで受けさせて頂きます。

今後皆様のお力をお借りして遂行して参ります。

宜しくお願い致します。ご参考までに…1989 年

まではＲＩの定款と細則はＲＣの会員は男性に

限るとしていたが、1978 年になりカリフォルニ

ア州デュアーテＲＣは 3 人の女性を会員になる

ように勧めた。ＲＩ理事会はこのクラブが定款に

違反したとして、その設立許可を取り消した。裁

判の結果ＲＩの定款変更が 1989 年の規定審議会

で行われた。それ以来女性は全世界のクラブ及び

地区会員、リーダーとなっている。【ロータリー

情報マニュアルより抜粋】 

委員長報告 

親睦活動委員会       滝沢文夫委員長 

 12/24(木)は飯能プリンスホテルにてクリスマ

ス例会です。本日より回覧等でご案内しておりま

すが、ご家族の方々も含め多くの皆様の出席をお

願い致します。 

雑誌委員会         摂田順一委員長 

 横のページ表紙に「秩父夜祭」の写真が掲載さ

れています。12 月は「家族月間」ということで

ＲＩ会長メッセージ「ロータリー家族」P25「家

族に知らせたい ROTARY」が掲載されています。

縦のページ「ロータリー俳壇・歌壇・柳壇」には

入間南ＲＣ会員の作品が掲載されています。 

50 周年実行委員長      大野賢次委員長 

 昨年 9 月に第１回実行委員会を開催して以来、

延べ数十回の委員会を開催致しました。お陰様で

無事に記念式典を開催することが出来ました。会

員皆様のご協力に感謝致します。12/7(月)に鶴新

にて慰労会を開催致します。皆様の参加をお待ち

しております。 

50 周年実行委員会記念誌部門 水村雅啓委員長 

 12/15 迄に 50 周年記念誌の原稿を事務局に提

出して下さい。宜しくお願い致します。 

齋藤金作会員より 

 50 周年記念式典の来賓の田中一郎パストガバ

ナーより、祝宴の食事のメニューをスケッチされ

たものをお送り頂きましたのでご披露致します。

50 周年記念誌に彩りを添える意見で、転載され

るとよいと思います。 

ニコニコＢＯＸ      西山祐三ＳＡＡ 

瀬田富貴子様～50 周年ご招待ありがとう。細

淵克則君～50 周年大変お世話になりました。石

川嘉彦君～細淵会長・大野実行委員長・委員の皆

様 50 周年記念の盛会おめでとう。古稀祝いあり

がとう。齊藤福太郎君～長男が再婚しました。摂

田順一君～50 周年式典で表彰されました。齋藤

金作君、齊藤福太郎君、石川山治君、山根宏夫君、

繁田昌利君、平岡達也君、摂田順一君、森田英郎

君、大野賢次君、松井秀男君、友野政彦君、宮寺

成人君、晝間和弘君、忽滑谷明君、山畑雅廣君、

水村雅啓君、吉永章子君、繁田光君、宅見允君、

加藤国夫君、西山祐三君～写真ありがとう。 
本日¥126,000   累計¥642,546 

出席委員会         繁田光委員長 
会員数 出席数 出席率 前回修正率 

43 名 31 名 75.6％ 81.0％ 

＊事前欠席連絡 4名 

―講師卓話― 

「ごみの減量及び資源化」 

総合クリーンセンター副主幹   文字山茂様 

〃          大津征児様 

◆ごみの現状 

 入間市のごみの排出量は平成 13 年度の

55,088t をピークに減少、平成 17 年度にリバウ

ンドしてしまいましたが、その後再び減少。 



 
 
 
「インフレーション」 
 戦前東京に住んでいた時、三河島という所の自転車屋には「パンク直し二銭」という店があっ

た。一般の自転車屋では 10 銭位の頃のことだった。大きな店で、とにかく安いことを看板にし

ていた。現在ではパンク直しはどの位なのだろう。例えば 1,000 円位だとすると、インフレ率 5
万倍ということになる。世の中は太平洋戦争を境にして、随分変わったものだ。 
 また、長男が産まれた時に知り合いの保険業者に勧誘され、1 万円の金額を契約した。その頃

17.8 才の少年工の日給が 1 円 20 銭から 30 銭だったので、1 万円は大金だった。それが敗戦とな

ってインフレーションになり、米一俵が 1 万円の時代となった。途中解約したが、インフレーシ

ョンとは怖ろしいものだと実感した。 
 

◆平成 20年度ごみ排出量内訳 

 ごみ全体の約 3/4 が可燃ごみです。ごみの排出量は皆様のご協力により減少しておりますが、内訳（重

量比）については、ここ数年大きな変化はありません。            ＜合計 50,256t＞ 

 

◆リサイクル 

 入間市のリサイクル率は、平成 15年度までは 20%前後で推移していましたが、平成 16年度からプラ

スティック製容器包装の資源化及び焼却灰の資源化を本格的に開始したことから、5%以上増加しました。

また、平成 19 年度から従来可燃ごみとして処理していた雑がみの資源化も開始したところ、さらに資

源化率を引き上げることが出来ました。 

 14 年度 15 年度 16 年度 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 

資源化量（t） 11,740 11,195 14,365 14,988 14,832 15,044 14,351 

資源化率（%）     20,2    20,0     25,8     26,3     26,5     27,6     26,6 

 

◆ごみの減量化と資源    ～3つのＲから始まるごみの減量～ 

 リデュース（減らす） 
Ｒeduce をするためには買い物の段階から、ごみになりそうなものは手にしないこと。 

 リユース（再使用） 
Ｒeuse はそのままの形で別の用途に使ったり、修理してそれまでの用途に使うこと。 

 リサイクル（再資源化） 
Ｒecycle は使い終わったら資源として回収等した後、別の物に作り変えること。 

 

 ごみを減らす為には、リサイクルをすればよいという考え方だけではだめです。つまり、ペットボト

ルから文房具や作業着・カーペット・軍手等が作られればよいのだから、どんどん消費してもよい…と

いう考え方だけではごみが減りません。また、リサイクルには大きなエネルギーとお金がかかります。

ひとつの例ですが、ペットボトルは軽くて丈夫です。しかし、それがリサイクルする時には逆作用にな

ります。どんなに圧縮梱包しても平均で 4トントラックに 2,2 トン分しか積めません。非常に輸送効率

が悪いということになります。 

 また、リサイクルはごみを減らす最後の手段なのです。リサイクルする前に修理してそのままの形で

使う（リユース）、更にその前の買い物の段階で丈夫で長持ちするか、また壊れた時に修理が可能かを

考える（リデュース）ことが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タイトル部分の写真はイギリスの風景です。会報委員会（粕谷 齋藤 小田） 

可燃ごみ 古紙・紙類 不燃ごみ プラ・ビニ 粗大ごみ ビン ペットＢ 缶 不法投棄 

75.5% 7.5% 4.5% 4.4% 3.9% 2.1% 1.0% 0.7% 0.1% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ＲＩ会長：ジョン・ケニー        ＲＩ第 2570 地区ガバナー：加藤 玄静 
■例会日：木曜日 12：30～13：30   ■例会場：丸広百貨店入間店６Ｆ バンケット・ホール  Tel.04-2963-1111 

■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 

■会長：細淵 克則 幹事：山岸 義弘 会報委員長：粕谷 康彦 Email：iruma－rc＠jupiter.plala.or.jp  
第 ２３ 号 ２５８２ 回例会 ２００９年 １２月 １０日（木） 当番 宅見 允 君

 

12 月は家族月間 
会長の時間          細淵克則会長 
宅見会員は 12/4 で入会 1 年、おめでとうござ

います。これからも宜しくお願いします。 
先週の年次総会で 2012-13 年度会長に吉永会

員が内定しました。非常に真面目な方なので、十

分な準備をして素晴しい会長になると思います。

次年度会長の平岡会員が健康上の理由で辞退さ

れ、来年度会長に山岸幹事が決まりました。私の

場合には、予定者・副会長・会長エレクトと段階

を踏んで来たので、それなりの心構えが出来まし

たが、山岸幹事はここ 1～2 週間で決定したので

これからが大変だと思います。会員の皆様も出来

る限りご協力をお願い致します。 
11/28 は国立女性教育会館にて会員増強のセミ

ナ－に出席しました。通常のセミナ－は講師の講

演、グル－プディスカッション等の形式が多いの

ですが、今回は増強に成功しているクラブの発表

が主でした。第一セクションは「伝統有るクラブ

の増強」・第二セクションは「創立時より大幅に

会員が増えたクラブ」と「パンフの有効利用のク

ラブ」・第三セクションは「女性会員の功績」と

「例会の活用」をテ－マに約 2 時間の発表でした。

興味を引いたのは川越ＲＣです。川越では、①入

るなら「川越ロータリー」と言う流れが出来てい

る。②先代が退会した時には、必ず次世代が川越

ＲＣにと入会する。③一般も入るなら「川越ＲＣ」

と言う知名度が有るので自然と入会者が多い。④

会員が 90 名も在籍しているにも係わらず、会員

全員が増強に非常に熱心で有る。私は会員（川越

ＲＣ）の皆さんが、恵まれた条件の中で「そこま

で増強に熱心な秘訣を教えて欲しい」と質問しま

した。それは「誇り」と返事が返ってきました。

県下で一番伝統有るクラブとしての誇りが、会員

数を減少させてはいけないと言う原動力になっ

ているとの事です。 

 
幹事報告          山岸義弘幹事 

① 回覧→RI第 2570 地区 2009-10 年度第 3グル

ープＩＭのご案内・日本ロータリー親睦ゴル

フ大会のご案内・既存看板リニューアル工事

御見積書 

② 例会場変更→1/ 21（産文センター 研修室） 

③ 野村会員お見舞いの件 

回覧、配布物 

① 既存看板リニューアル工事御見積書 

② 12/24(木)クリスマス家族会出欠表 

③ RI 第 2570 地区 2009-10 年度第 3グループ 

ＩＭのご案内 

④ モントリオール国際大会参加旅行のご案内 

⑤ 日本ロータリー親睦ゴルフ大会のご案内 

⑥ 第 20 回埼玉県芸術文化祭「囲碁フェスティ

バル in 入間」報告と御礼 

会報回覧   日高ＲＣ 飯能ＲＣ 狭山ＲＣ  

ビジター・ゲスト 

RI 第 2570 地区 会員増強委員長 

熊谷南ＲＣ   山口茂様 

委員長報告 

50 周年実行委員会記念誌部門 水村雅啓委員長 

 41 代～50 代会長及び原稿を依頼した会員の皆

様、12/15 が締め切りですので宜しくお願い致

します。尚、41 代～50 代会長の皆様は事業紹

介ページに掲載する写真（2枚程）が必要です

のでご用意下さい。来年 3月の発行を予定して

います。 

親睦活動委員会       吉沢誠十会員 

 12/24 クリスマス家族会の出演者紹介 

◆入間市東町中・豊岡高校出身のジャグラー

「オオツカ タカシ」様 

世界社会奉仕委員会     後藤賢治委員長 

 1 月・2 月の第 2 週に飢餓ランチ（カレーライ

ス）を行います。 

米山奨学委員会       忽滑谷明委員長 

 12/6(日)午後 5 時～川越プリンスホテルに於

いて、第 2570 地区米山奨学委員会主催のクリス

マス会が開催され、吉永章子地区委員、奨学生コ 

チャワン・パッタマーさんと参加して参りました。 
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ニコニコＢＯＸ      西山祐三ＳＡＡ 

 山口茂様～卓話依頼ありがとうございます。石

川嘉彦君、水村雅啓君、吉沢誠十君～山口委員長、

本日はようこそ。卓話宜しくお願い致します。岩

崎茂君～大野実行委員長、50周年大役ご苦労様。

小田会員、金浦ＲＣの接待ありがとう。写真あり

がとう。摂田順一君、山畑雅廣君、加藤国夫君、

繁田光君、吉永章子君、宅見允君、宮崎正文君、

西山祐三君～滝沢さん柚子ありがとう。浅見仁一

郎君、小田芳男君、粕谷康彦君、後藤賢治君～加

藤さん写真ありがとう。関根靖郎君～早退します。 

本日\21,000   累計\663,546 

※昼食メニューを工夫しています。皆様のご要望

をお聞かせ下さい。 

出席委員会         繁田光委員長 
会員数 出席数 出席率 前回修正率

43 名 27 名 62.8％ 100％ 

＊事前欠席連絡 4 名 

―講師卓話― 

「会員増強について」 

RI 第 2570 地区 会員増強委員長 

熊谷南ＲＣ   山口茂様 

 会員増強は自クラブの為にも、将来の為に純増

が欠かせません。その為には退会者を防止する、

防止するには毎例会のプログラム内容を検討し、

会員の為になる・会員が出席したくなる、そして

例会に出席することにより会員同士の親睦が深

まり元気が出て、翌日の仕事に張り合いが出るよ

うな例会になれば良いと願っています。 

 会員増強は単年度ではなく、各クラブの年度会

長の「増強したい、増強しなければならない」と

いう強い意識・危機意識があるかないかにかかっ

て来るのではないかと思います。 

 さて、入間ＲＣの特徴は何でしょうか？自クラ

ブの特徴を最大に活かしてクラブ活動とＰＲを

行い、会員勧誘を行う事が大切です。何もしない

で会員維持を図るか、あるいは行動を起こすか、

未来は会員 1人 1人の（あなたの）手の中にあり

ます。自クラブをどのようにＰＲして入会したく

なるクラブにするか、増強特別委員会があっても

良いのです。会員の中で「会員増強して行こう」

という声が 1名でも発せられると、必ず増強に結

びついて来ます。また、会員増強卓話依頼のあっ

たクラブは、後日必ず新会員入会があると言われ

ています。今すぐでなくても必ず 2.3 年以内に増

えています。 

【入間ＲＣ会員数の変化】 

93 年 94 年 95 年 96 年 97 年 98 年 99 年

60 名 63 名 58 名 63 名 64 名 65 名 62 名

（7年平均 62.1 名） 

00 年 01 年 02 年 03 年 04 年 

57 名 56 名 50 名 47 名 47 名 
（5年平均 51.4 名） 

05 年 06 年 07 年 08 年 09 年 

45 名 45 名 46 名 43 名 43 名 
（5年平均 44.4 名） 

1993-99 年 7 年間平均会員数 62 名 

2000-02 年 7 名減の理由は? 

2003-09 年 45 名前後の会員数減の理由は? 

 

※現在に至るまでの会員数減の内容分析が

必要です。3年毎から 5年毎に何らかの節

目があり、クラブ内に原因はなかったでし

ょうか？或いは外的要因なのかをクラブ

内会議により確認し、原因を知り全会員共

通課題として増強に取り組むことが必要

です。 

【会員増強の秘訣 10 ヶ条】 

① 会長がやる気を起こすこと 

② 会長が自ら一番先に新入会委員を 1 名以上

入会させること 

③ 増強必達目標を現会員数の20%増に設定する

こと 

④ プロジェクトチームを発足させること 

⑤ プロジェクトチームの構成メンバーは新入

会員と若い会員を中心にすること（人数は現

会員数の 40％以上とする） 

⑥ 推薦候補者を必ずリストアップすること 

⑦ 予備審査を必ず行い、担当者を決めること 

⑧ プロジェクトメンバーの全員が候補者を提

出するまで候補者への交渉はしないこと（同

時スタートが原則） 

⑨ 予定表を作り例会後（1週間おき）に各担当

者の進行状況を打ち合わせし、常にチェック

しながら推進すること 

⑩ 常に報告・連絡・相談を徹底し、前期で目標 

を達成すること 

 

 

 

 

 

 

 

タイトル部分の写真はイギリスの風景です。 
    会報委員会（粕谷 齋藤 小田） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ＲＩ会長：ジョン・ケニー        ＲＩ第 2570 地区ガバナー：加藤 玄静 
■例会日：木曜日 12：30～13：30   ■例会場：丸広百貨店入間店６Ｆ バンケット・ホール  Tel.04-2963-1111 

■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 

■会長：細淵 克則 幹事：山岸 義弘 会報委員長：粕谷 康彦 Email：iruma－rc＠jupiter.plala.or.jp  
第 ２４号 ２５８３ 回例会 ２００９年 １２月 １７日（木） 当番 滝沢 文夫 君

 

12月は家族月間 
会長の時間          細淵克則会長 

12/12 北坂戸の「オルモ」にて、2570 地区派
遣候補生のオリエンテ－ション及びクリスマス
パーティーに参加して参りました。14時～16時
迄オリエンテーションがあり、主に書類申請の最
終確認を行いました。添付書類には、本人申請書、
学校の推薦状、家族や自宅などの写真、歯科医及
び医師の健康診断書、保証書式等多くの書類が有
ります。署名欄では、会長、幹事、カウンセラー
(宮寺会員)のクラブ関係と地区関係者等 18 ペー
ジに及ぶ申請書類の確認がされました。1年間の
派遣は、書類ひとつとっても大変な作業です。地
区役員さん方々も大変な仕事だと思います。この
後クリスマスパーティーでしたが、宮寺会員に参
加をお願いし、狭山市で開かれる会長幹事会に出
席しました。各会長さんから、半年間が無事に過
ぎ、「大分気分的に楽になりました」との意見が
多く発言されました。佐藤ガバナー補佐から「来
年のＩＭ是非宜しく」とのお願いが有り、各クラ
ブお互いに協力して行く約束をして参りました。 
本日の卓話は「最新中国ビジネス情報、他」で
す。現在、日本と米国と中国との貿易収支の関係
は、日本は米国よりも、また米国は日本よりも、
中国との貿易収支が上回っています。今年の自動
車の販売台数も中国が世界一になりました。昨年
来の株価の上昇も中国は早いピッチで復活に向
かい進んでいます。今や中国を抜きに世界経済は
語れない状態です。そんな中国の情報をお聞き出
来るので、今日の卓話は大変楽しみです。 
幹事報告          山岸義弘幹事 

① 新入会員の理事会承認→大塚拓氏 

② 第 2570 地区ライラデーのご案内(3/6) 

①・②共回覧します。 

回覧、配布物 

① 第 1 回職業奉仕部門セミナー グループ討議
発表要旨報告書 

② ハイライトよねやま NO118 
例会変更 

所沢ＲＣ12/24(木)夜間例会「家族親睦例会」

12/31(木)例会取り止め 1/7(木)夜間例会「新 

 

年会」1/28(木)→1/26(火)市内 5クラブ合同例

会に振替 

会報回覧   所沢中央ＲＣ 入間南ＲＣ  

ビジター・ゲスト 

東京エレベーター株式会社 

代表取締役   馬 英華様 

 RI 第 2570 地区 第 40 期派遣候補生 

豊岡高校   板木麻耶様 

 私は RI 第

2570 地区青少

年交換プログ

ラムにて入間

ＲＣ様スポン

サーのもと、研

修をさせて頂

いております。

今回このプロ

グラムには、派

遣先の国の文

化を沢山知り、日本に戻って来た時に色々な人に

伝えたいという思いと、日本の素晴らしい文化を

派遣先に伝えて行きたいという思いで参加致し

ました。これからどうぞ宜しくお願い致します。 

山岸義弘会長エレクトより 

 毎年 12 月の第一例会では次次年度会長及び次

年度の役員・理事の承認を頂きます。今年度 12/3

の第一例会にて次年度の会長としてご承認を頂

きましたが、役員・理事は白紙の状態でした。本

日そのご承認をお願い致します。 

＜2010-11 年度クラブ役員＞ 

幹事          関谷永久会員 

会計          平岡達也会員 

クラブ奉仕委員長    吉永章子会員 

職業奉仕委員長     加藤国夫会員 

社会奉仕委員長     松井秀男会員 

国際奉仕委員長     齋藤栄作会員 

※ＳＡＡは 1週間以内に選任させて頂きます。 

～拍手をもって承認されました～ 
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委員長報告 

親睦活動委員会       滝沢文夫委員長 

 12/24は飯能プリンスホテルに移動してのクリ

スマス例会です。多くの出席予定、ありがとうご

ざいます。楽しい時間を過ごしたいと思いますの

で宜しくお願い致します。 

ロータリー美術館      山根宏夫委員長 

 来年 1/14 の例会卓話の時間は「ロータリー美

術館」が担当することになりました。実のある時

間にする為、事前に出品作の作品名・作家名を事

務局へお知らせ下さい。当日東京芸大出身の山尾

画伯がお見えになり、鑑賞のポイント、作品特徴

を解説して頂くことになっています。会員多数の

ご協力をお願い致します。 

米山奨学委員会       忽滑谷明委員長 

 過日皆様にお願い致しました「米山奨学特別寄

付金」について、近日中に事業参加費から引き落

とす予定です。残高不足が懸念される方はご入金

をお願い致します。尚、残高については事務局に

ご確認下さい。 

齋藤栄作会員より 

 来年 4/18(日)大相撲入間巡業が行われます。

ロータリアンとして早急に耳に入ることが大事

だと思い発表させて頂きました。 

ニコニコＢＯＸ      西山祐三ＳＡＡ 

忽滑谷明君～大学 1年の息子が 10ヶ月かけて
運転免許を取りました。 

本日¥1,000   累計¥664,546 
出席委員会         繁田光委員長 
会員数 出席数 出席率 前回修正率

43 名 26 名 65.0％ 83.3％ 

＊事前欠席連絡 6名 

―講師卓話― 

＜講師プロフィール＞ 

中国弁護士 

東京エレベーター株式会社代表取締役 

中国ビジネス研究所所長 

 1965 年 中国大連市生まれ 

 1990 年 早稲田大学法学部入学 

 1996 年 中国弁護士資格取得 

 1997 年 「東京エレベーター」設立 

      副社長就任 

 1999 年 早稲田大学大学院法学研究科博士後

期課程修了 

      「中国ビジネス研究所」主宰 

 2004 年 「東京エレベーター株式会社」社長

就任、多数の企業の顧問弁護士及

びコンサルティングとして活躍中 

「最新中国ビジネス事情 他」   馬 英華様 

 私は 1988 年中国大連の外国語学院という大学

を卒業後東京に来ました。大連では日本語・英

語・ロシア語の 3カ国語を勉強致しました。 

私は中国の東北地方に生まれ、男尊女卑の文化

を真正面から受け、戦いの毎日でした。来日後、

女性でも生きていける専門知識・技術を身につけ

るべく早稲

田大学に於

いて法律の

勉強をしま

した。 

 まず中国

の不動産に

ついてです

が、この 5年

程の短い間

に 3 倍位に

跳ね上がっ

ています。私は 2ヶ月に 1度程、北京・大連・上

海他の中国に行きますが、周りを見ると生活のレ

ベルだけでなく考え方やモラルもアップしてい

ます。確かに中国には貧富の差がありますが、そ

の変化が目に見えて驚きの連続です。20 年前に

来日してから、中国に帰る度に自分の生活の豊か

さに優越感を感じておりました。しかし 3年程前

からその優越感が薄れて行きつつあります。 

 中国では株の上場・売買が日本以上に盛んです。

中国人の成功者は日本の市場を狙っています。つ

い最近まで、中国人は怖ろしい、中国人は嫌いと

言う日本人が沢山いましたが、今や怖ろしい人間

とどうやって共存して行くか考えることが賢い

選択だと思います。今まで日本人は欧米の文化・

良い物をコピーして、日本人向けに開発して更に

良い物に作り上げて行きました。しかし、これか

らの賢い日本人は中国に目を向けてチャンスを

見出し、中国の良い物を日本で開花させることが

時流だと思います。周りを見て、周りの人が成功

したら自分も始める…という考えはそろそろ卒

業した方が良いでしょう。周りが成功してからで

は自分にとってチャンスではなくなります。 

 日本の学生の教育レベルは驚く程低いと思い

ます。せっかく法学部に入っても勉強しない学生

が多いです。中国では 95%の出席率がないと除籍

されます。現在の中国はいい大学を卒業しても就

職出来ないので、学生は取れる資格は全て取って

います。怖ろしい競争社会ですが、逆に良い人材

を育てるシステムが出来上がっています。きちん

とした教育を受けた人間は、会社の中でも能力を

発揮することが出来ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タイトル部分の写真はイギリスの風景です。 
    会報委員会（粕谷 齋藤 小田） 



細淵克則会長挨拶    本日は今年最後の例会です。2009年も残すところあと 1週間 
              となりますが、皆さんにとっての 2009年はどんな年でしたか？ 
              私にとっては記念すべき 50周年の会長を仰せつかり、大変心に 
              残る年となりました。それは会員の皆さんはじめ、ご家族の協力 
              があってのことと感謝申し上げます。 
               今夜は慰労の意味を込めたクリスマスパーティーです。大いに 
              盛り上がりお楽しみ下さい。 
 
幹事報告    山岸義弘幹事    ニコニコＢＯＸ    西山祐三ＳＡＡ 
① 2010-11年度 ＳＡＡ→粕谷会員     細淵克則君～ロータリーバッチを忘れました。 
② 新入会員 大塚拓氏  入会決定       本日¥1,000   累計¥665,546 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ＲＩ会長：ジョン・ケニー        ＲＩ第 2570 地区ガバナー：加藤 玄静 
■例会日：木曜日 12：30～13：30   ■例会場：丸広百貨店入間店６Ｆ バンケット・ホール  Tel.04-2963-1111 

■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 

■会長：細淵 克則 幹事：山岸 義弘 会報委員長：粕谷 康彦 Email：iruma－rc＠jupiter.plala.or.jp  
第 ２５ 号  ２５８４ 回例会 ２００９年 １２月 ２４日（木）  当番 滝沢 文夫  君

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（飯能プリンスホテル・エメラルドホールにて） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜来賓挨拶＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

木下博様 

荻野靜次様 

入間ロータリークラブ週報        Club Bulletin 

＜お客様＞ 
入間市長        木下  博様 
入間南ＲＣ会長     荻野 靜次様 
入間南ＲＣ幹事     石川 伸一様 
入間南ＲＣ事務局    野村ふみよ様 
米山奨学生 コチャワン・パッタマー様 



★ジャグリング パフォーマンス★ 
ジャグラー 

オオツカ タカシ様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アシスタント 吉沢誠十会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中締め 繁田昌利会員 

              大締め 平岡達也会員 

                  お孫さんと一緒に♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

恒例のサンタ＆トナカイ（山岸幹事＆晝間会員） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ＲＩ会長：ジョン・ケニー        ＲＩ第 2570 地区ガバナー：加藤 玄静 
■例会日：木曜日 12：30～13：30   ■例会場：丸広百貨店入間店６Ｆ バンケット・ホール  Tel.04-2963-1111 

■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 

■会長：細淵 克則 幹事：山岸 義弘 会報委員長：粕谷 康彦 Email：iruma－rc＠jupiter.plala.or.jp  
第 ２６ 号 ２５８６ 回例会 ２０１０年 １月 ７日（木） 当番 友野 政彦 君

 

1月はロータリー理解推進月間 
2月プログラム 

 
入会式            大塚拓様 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊昭和 48年 6月 14日生まれ  Ａ型 
＊入間市豊岡在住 
この度は皆様方より快く入間ＲＣへの入会を

お認め頂き、心から感謝申し上げます。お仲間の

末席として入間ＲＣの名を汚さぬよう、しっかり

頑張って行きたいと思いますので、今後ともどう

ぞ宜しくお願い致します。 
 
会長の時間          細淵克則会長 
 新年明けましておめでとうございます。会長の

任期もあと半年になりましたが、今年も宜しくお

願い致します。 
 昨年私は多摩御陵に行って参りました。ご存知

の通り多摩御陵は大正天皇・皇后のお墓です。広

大な敷地の緑豊かな中に、玉砂利が敷かれた道が

続いた奥に大正天皇陵、手前を右に進むと昭和天

皇・皇后の武蔵野御陵があります。さて皆さんは、

明治天皇の御陵がどこにあるかご存知でしょう

か？明治天皇は明治 45年 7月 30日に崩御、同 

 
年（大正元年）9 月 14 日に埋葬されました。敷
地は豊臣秀吉の築いた伏見城の本丸跡地で、伏見

桃山陵（ふしみももやまのみささぎ）です。墳丘

は上円下方墳で、下段の方形の 1辺約 60m、上 
円の高さ 6.3m、方形の墓坑を掘って内壁をコン 
クリートで固め、その中に棺を納めました。墳丘

には「君が代」の歌詞にもあるさざれ石が葺かれ

ています。すぐ東には昭憲皇太后の伏見桃山東陵 
が隣接しています。京都に墓所が営まれたのは明

治天皇の遺言によるもので、これ以降近畿地方以

西に天皇陵は作られていません。 
 
感謝状授与 
木下市長より、防犯灯寄贈に対する感謝状が授

与されました。 

 
幹事報告          山岸義弘幹事 

第 6回理事会報告 

＜協議事項＞ 

① 2 月・3月プログラム→承認 

② 入間市青年会議所 講演会 1 回～5 回 後援

依頼について 

＜報告事項＞ 

① マッチング・グラントについて 

  27 万円→ＲＩを通じて送金 

回覧、配布物 

① ロータリーの友 1月号 
② ガバナー月信 1月号 

 当番 内 容 

 4 日 繁田昌 会員卓話 

11 日  法定休日 

18 日  ＩＭに振替（2/13） 

25 日 平岡達 会員卓話（会員増強委員会担当）

入間ロータリークラブ週報        Club Bulletin 



③ 金浦ＲＣ 2009-10 年度マッチング・グラン
ト事業のＲＩ本部承認の件 

④ 入間市ゴルフ協会 第 8 回親睦ゴルフコンペ
開催のご案内 

⑤ 一般財団法人 比国育英会バキオ基金 
「バキオだより」Vol.16 

⑥ 1/28(木)新年会出欠表 

⑦ 2/13(土)ＲＩ第2570地区 第3グループＩＭ

出欠表 

例会変更 

入間南ＲＣ1/5(火)例会取り止め1/26(火)新年

会 2/16(火)→2/13(土)ＩＭに振替 

会報回覧 所沢ＲＣ 所沢東ＲＣ 入間南ＲＣ  

今月のお祝い 

会員誕生 

水村 雅啓君  宮寺 成人君 

小田 芳男君  齋籐 栄作君 

吉沢 誠十君  新井  格君 
宮崎 正文君 

夫人誕生 小田富久江様  後藤美智子様 
諸井 悦子様  大塚 珠代様 

結婚記念 山根 宏夫君  山岸 義弘君 
ビジター・ゲスト 

入間市長            木下 博様 

飯能ＲＣ            間邉元幸様 

米山奨学生    コチャワン・パッタマー様 

委員長報告 

職業分類委員会       石川嘉彦委員長 

 本日例会後、委員会を開きますので委員の方は

お集まり下さい。 

親睦活動委員会       滝沢文夫委員長 

 3/4(木)入間市ゴルフ協会第 8 回親睦ゴルフコ

ンペ(於：狭山ゴルフクラブ)開催の案内が回覧さ

れております。 

雑誌委員会         摂田順一委員長 

 本年も「ロータリーの友」のご愛読を宜しくお

願い致します。「友」を読むことが義務であると

同時に権利でもあるので是非お読み下さい。 

国際奉仕委員会       吉永章子委員長 

 「マッチング・グラント＃72114」 

岩崎年度より引継ぎのＭ・Ｇ申請は金浦にある障

害者施設、キンポ ミラルシェルタード ワークシ

ョップにリフト付き車輌を寄贈する為に金浦Ｒ

Ｃ（実施国）と入間ＲＣ（援助国）より提出され、

2009 年 12 月末にＴＲＦにより承認されました。

入間ＲＣは国際ロータリー日本事務局を通して

必要書類とクラブ寄付$3,000(\270,000)をＴＲ

Ｆに送ります。尚、2570 地区のＤＤＦ$5,000 は

承認されたと同時に財団本部で自動的に引き落

とされますので、地区には報告のみになります。

又、ＴＲＦはこのプロジェクトについて 12 ヶ月

毎に、又完了 2ヶ月以内に進行推移を報告するこ

とを義務付けています。以上が現在の状況です。 

 

 

 

ロータリー美術館      山根宏夫委員長 

 来週 1/14 は山尾才画伯をお呼びして、会員持

参の絵を中心に鑑賞のポイント等、解説して頂き

ます。どのような作品でもよいのでお持ち下さい。 

 

齋籐金作会員所蔵「干支（寅）三体」 

写真左から 

「生きる愛」  中村晋也 刻 

「孟春」    富永直樹 刻 

「悠々」    北村西望 刻 

 

ニコニコＢＯＸ      西山祐三ＳＡＡ 

 木下博様～新年卓話の時間を頂戴し、感謝致し

ます。間邊元幸様～お世話になります。平岡勲一

郎君～長いこと休みました。山岸義弘君、岩崎茂

君、滝沢文夫君～平岡勲一郎会員、元気に復帰さ

れて良かったです。石川山治君、吉沢誠十君～大

塚拓様ご入会ありがとうございます。岩崎茂君～

懸案であったシティホールが所沢市にオープン

致しました。 

本日\79,500    累計\745,046 

出席委員会         繁田光委員長 
会員数 出席数 出席率 前回修正率

44 名 34 名 81.0％ 80.5％ 

＊事前欠席連絡 4名 

―講師卓話― 

「年頭所感」      入間市長  木下博様 

 明けましておめでとうございます。旧年中は市

制推進にお力添えを賜りまして心から感謝を申

し上げる次第でございます。社会福祉事業、また

その他行政全般に亘り常に心を配って頂いてい

ることに厚く御礼申し上げます。只今の感謝状の

通りＬＥＤ防犯灯寄贈により、市内が一段と明る

くなったという声が多く寄せられております。本

年もどうぞ宜しくお願い致します。毎年齋籐金作

会員の格調高い「ロータリー美術館」でのお話を

拝聴し、心が洗われるような気が致します。 

 いつもならここで新政権云々というお話にな

るのですが、今日は「日本の歴史…たられば物語」

に触れ、これからの日本の在りようというものを

考える機会にさせて頂ければと思います。日本の

歴史は中世以降、武士集団が自分の領地・権勢を



広げる為

に色々な

戦いをし

て来まし

た。ご承知

のように

日本は大

和朝廷以

降、天皇制

を中心に

して公家がサポートをし、武士集団は言うなれば

ガードマンとして政権を支えてきたという歴史

があります。そのような形が平安時代までは非常

に上手く機能して、世界に比較してもトップクラ

スの力量がある文化国家が出来たわけです。しか

しその間に一番苦労をした武家集団の不満が鬱

積し、戦国時代に入ります。武家政治の中のキー

マン、初代は何と言っても織田信長と明智光秀で

はないかと思います。次が豊臣秀吉と石田三成、

その次が徳川家康と徳川時代の家臣団で、私はこ

のような人々が中世・戦国時代を通じて日本の政

治に大きく関係したのではないかと思っていま

す。その理由として、織田信長という人物は私た

ちが知る限りでは残虐非道、奇想天外な行動を取

ることでも有名です。もし彼が暗殺されなかった

ら、日本の姿は大いに変わっていたのではないか

と思います。と言いますのは、彼は若い時代から

外国の事物に興味を持ち、遠い異国に思いを馳せ

たという記録が残っています。何より信長以降の

凄さは、天下国家を見て行動したということです。

例えば源氏・平氏は自分の部族、自分の権勢を拡

張する為の戦いをして来たわけです。しかし信長

は天下国家を見据え、民の幸せを考えながら色々

な取り組みをして来たという側面を持っていま

す。この信長の暗殺がなかったら、当然秀吉は天

下人にはなれなかったのだろうと思います。この

秀吉も信長の薫陶を受けて育ったのですから、や

はり天下国家を見据えながら努力をしたのだろ

うと思います。秀吉は貧農の出なので世人の気持

ちや状況を良く解っていたはずですから、もう少

し上手に立ち回っていればもっと凄い仕事が出

来たのでしょう。残念ながらその終盤においては、

天下国家が自分の保身という形に陥ってしまい

ました。次に石田三成についてですが、彼ぐらい

近代的な感覚で政治運営に取り組んだ武将はい

なかったのではないかと思います。しかし三成の

最大の欠点は自分自身を過信し過ぎて、人を信用

できなかった為、毛利・小早川等頼りにしていた

連中に裏切られたのです。そしていよいよ徳川家

康の登場ですが、皆さんご承知のように彼を心底

慕って支えた家臣はいないのです。家康の一番の

功績は取り巻きをしっかりと作り上げ、外様・旗

本の要所要所にそれなりの人間を置く…奥州に

伊達・九州の果てに島津というように、人材の配

置という点では家康を超える武将はいなかった

のではないかと思います。また政治の中心を江戸

に持って来たという点でも彼の先を見据えた判

断力があったのだと思います。拠点作りというの

は非常に重要な意味を持ち、現在でも東京一極集

中となっています。そのような経過を経て、大変

劇的な明治維新が起こるわけです。 

 今鳩山新政権が誕生して、正に明治維新に匹敵

するような改革であると言われておりますが、私

は少しオーバーな解釈ではないかと思います。明

治維新というのは、一番末席にいた武家集団が蜂

起した戦略無き革命と言われています。何の目的

もなく、ただ徳川幕府を倒そう、政権を朝廷に返

そう…そういう意識だけでどういう国を作るか

など全く考えていなかったと言われています。新

春からＮＨＫ大河ドラマ「龍馬伝」が始まり、今

後が期待されておりますが、この坂本龍馬は維新

の英雄です。私は明治維新に関して幾つかの疑問

を持っています。坂本龍馬の前半生は史実的に見

ても知られていますが、32 才で暗殺されるまで

の 10 年位の後半生に関しては歴史的な記録がな

いそうです。幕府の見回り組により寺田屋で暗殺

されたとの事ですが、当時から疑問があり、見回

り組の仕業なら情報提供をした者がいるはずだ

と言われていたそうです。龍馬は土佐の下士の出

身で、常に「憎しみからは何も生まれない、人の

幸せを願う為の世の中を作ろう」というような思

想を持って取り組んできたと言われています。反

対に薩長は「倒幕」を目的としていました。この

ような状況から、もしかしたら薩長の者が龍馬を

暗殺したのではとの説もあり、非常に謎とされて

います。もしこの龍馬が暗殺されなかったら、信

長と同じように外国貿易を重要視し積極的に取

り組んで来た人物なので、日本の政治は変わって

いたのではないかと思います。 

 今の政権の話に移りますが、事業仕分けに関し

て言えば「仕分け項目の選定理由は？」「仕分け

人の選定基準は？」この 2つがはっきりしないと

ただ単に政治ショーではないのかと言われても

言い訳が出来ないのではないかと思います。我々

も司法の変換というのは初めての経験ですので、

これからも色々な意味でぶつかり合うことがあ

るだろうと思います。しかし我々が鳩山政権を選

んだのですから、この政権にしっかりとした仕事

をして貰わなければなりません。その為にはハネ

ムーン期間が過ぎた今、どんどん物申して行きた

いと思います。これが結果として国民の皆さんの

幸せを作り上げる大きな原動力になります。経済

に関しては日本だけの一人負けと言われていま

すが、一刻も早く経済発展が図れる国になってほ

しいと思います。 

 

 

 

タイトル部分の写真はサンタモニカの風景です。 
    会報委員会（粕谷 齋藤 小田） 



パチパチくんαst（アルファスト） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ＲＩ会長：ジョン・ケニー        ＲＩ第 2570 地区ガバナー：加藤 玄静 
■例会日：木曜日 12：30～13：30   ■例会場：丸広百貨店入間店６Ｆ バンケット・ホール  Tel.04-2963-1111 

■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 

■会長：細淵 克則 幹事：山岸 義弘 会報委員長：粕谷 康彦 Email：iruma－rc＠jupiter.plala.or.jp  
第 ２７ 号  ２５８７ 回例会 ２０１０年 １月 １４日（木） 当番 小田 芳男 君

 

1月はロータリー理解推進月間 
会長の時間          細淵克則会長 
 会長に就任して半年が過ぎました。7月最初の
会長の挨拶で「私は皆さんから貴重な 2,150時間
を頂くので、それに見合う働きをしなければなり

ません」とお話したと思います。ここで、この半

年を私なりに振り返ってみました。出席に関して

は例会・委員会関係 44回、地区・第 3グループ
関係 23 回、他団体へクラブ代表として出席 16
回、合計 83回出席致しました。1ヶ月平均 13.8
回、ほぼ 2日に 1回は何かしらロータリーに関係
した時間を持ったことになります。クラブの運営

に関しては各委員長の協力により、楽しく勉強に

なる例会が行われて来ました。「会長の時間」は、

ＰＥＴＳで「ロータリーに関すること」を話しな

さい…と教えられたので、現在まで頑張ってお話

をしているつもりです。 
 今年度、地区にて入会 3年未満の会員対象にセ
ミナーが開催されました。増強してもそれと同数

の会員が退会してしまうのは非常に残念なこと

です。今年度加藤ガバナーは、増強と同時に会員

の維持も応援しています。3/9に「第 2回 入会 3
年未満会員研修」が開催されますので、該当会員

の皆さんは参加をお願い致します。 
幹事報告          山岸義弘幹事 

① 1/21 例会→産業文化センター 図書館 2階 

  第 4 回クラブ協議会 

② 埼玉県災害サポート企業募集の件 

③ 2/27 ＰＥＴＳ開催 

回覧、配布物 

① ハイライトよねやま 119 号 
② 1/28(木)新年会出欠表 
③ 2/13(土)ＲＩ第 2570 地区第 3グループＩＭ 
出欠表 

会報回覧  飯能ＲＣ 狭山ＲＣ 新狭山ＲＣ  

ビジター・ゲスト 

卓話講師   画家  山尾 才（はじめ）様 

 

 

 

 

委員長報告 

親睦活動委員会       滝沢文夫委員長 

 1/28 例会は、武蔵クラブに於いて新年会（夜

間）です。点鐘は 6時半、場所と時間をお間違え

のないように宜しくお願い致します。 

雑誌委員会         摂田順一委員長 

 1 月はロータリー理解推進月間です。「ロータ

リーの友 1 月号」横のページ P.6 に「ポール・

ハリスの合理的ロータリアニズム」が掲載されて

います。ロータリーを理解する上で参考になりま

すので是非お読み下さい。P.14～の「ロータリー

広報中！」では様々な広報の紹介がされています。

縦のページ P.7 は各クラブの紹介ページ、会員数

9名の「二ツ井ロータリークラブ」がガバナーを

輩出した時の記事が掲載されています。 

ロータリー美術館      山根宏夫委員長 

 本日は細淵会長・上野プログラム委員長の企画

により、新春に相応しいロータリー美術館を盛大

に開くことが出来ました。山尾才画伯をお招きし、

会員多数のご協力により、良い作品を鑑賞するこ

とが出来ありがとうございました。 

ニコニコＢＯＸ      吉永章子副ＳＡＡ 

 山根宏夫君、岩崎茂君～山尾先生、お忙しい中

ありがとうございます。作品の解説を宜しくお願

い致します。岩崎茂君～所沢にシティホールが開

館しました。お手元にＰＲ版をお届けしました。

関根靖郎君、森田英郎君～早退します。 

本日\9,000   累計\754,046 

出席委員会         繁田光委員長 
会員数 出席数 出席率 前回修正率

44 名 31 名 72.1％ 67.5％ 

＊事前欠席連絡 6名 
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＜出品者及び作品紹介＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜作品解説：山尾才画伯＞ 

＊1947 年 三重県生まれ 

＊東京芸大 油絵専攻 

＊スペイン留学、フランス留学 4年     出品作品の解説をして頂きました 

                                                                                  

← 

             山尾画伯の作品 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜杉山定太郎会員＞               ＜岩崎茂会員＞ 

「書」       高尾山山主 秀順 作      「白いぼたん」    越智隆 作 

「八十八のお祝いの品」            ＜山岸義弘会員＞ 

「水彩画」        小松崎邦雄 作      「山水掛軸」        文昇 作 

＜齋藤金作会員＞                ＜吉沢誠十会員＞ 

「寒村雪晩」図        橋本関雪 作     「雀」          石崎昭三 作 

＜齊藤福太郎会員＞                 「富士」         岩橋英造 作 

「肖像画」            斉籐五男 作     「京へ」         森田曠平 作 

＜山根宏夫会員＞                  「舞妓」       鬼頭鍋三郎 作 

「銅版画 あじさいと蝶」  加山又造 作     ＜滝沢文夫会員＞ 

「桜の薬師寺五重塔」     平山郁夫 作     「松林日昇」  佐々木裕而 作 

＜水村雅啓会員＞                   「醍醐桜」      稗田一穂 作 

「無題」         水村美樹子 作 

 

 

タイトル部分の写真はサンタモニカの風景です。会報委員会（粕谷 齋藤 小田） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ＲＩ会長：ジョン・ケニー        ＲＩ第 2570 地区ガバナー：加藤 玄静 
■例会日：木曜日 12：30～13：30   ■例会場：丸広百貨店入間店６Ｆ バンケット・ホール  Tel.04-2963-1111 

■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 

■会長：細淵 克則 幹事：山岸 義弘 会報委員長：粕谷 康彦 Email：iruma－rc＠jupiter.plala.or.jp  
第 ２８ 号 ２５８８ 回例会 ２０１０年 １月 ２１日（木）  当番 繁田 光 君

 

1月はロータリー理解推進月間 
＜2010-11年度ＲＩテーマ＞ 

2010 年国際協議会にて、レイ・クリ
ンギンスミス RI会長エレクト（米国・
ミズーリ州・カークスビルＲＣ）が、

2010-11年 RIテーマを 
「地域を育み、大陸をつなぐ」 

としたことを発表しました。  
 
 
 
 
 
 
 
 

会長の時間          細淵克則会長 
 本日は第 4回クラブ協議会です。クラブ協議会
は年 4～6 回行うことが推奨されています。第 1
回目は地区協議会後 2 週間以内に行い、ＲＩ会
長・ガバナー・クラブ会長の方針をお話し、それ

に基づいた年度計画を発表して頂きます。7月の
第 3回目から半年振りの協議会ですが、各委員長
の皆さん半年間の報告と今後の計画発表を宜し

くお願い致します。 
幹事報告          山岸義弘幹事 

① 米山功労クラブ授賞の件（第 19 回目） 

② 3/ 9 入会 3年未満の会員対象セミナー開催 

  3/29 ポリオ撲滅チャリティゴルフコンペ 

  ※詳細については 2/4 例会にてお知らせ 

③ 防災サポート企業登録のお願い（再度） 

④ 2/13(土)ＩＭ 移動手段について 

⑤ 2010-11 年度 ＲＩ会長のテーマ決定 

回覧、配布物 

① 茶の香めーる vol.35 
② 4/18(日)大相撲入間場所パンフレット 
③ 入間青年会議所賀詞交歓会 御礼 
④ ＩＭ開催のご案内 
 

 

例会変更 

飯能ＲＣ2/17(水)→2/13(土)ＩＭに振替 

新所沢ＲＣ 1/19(火 )新年会 2/16(火 )→

2/13(土)ＩＭに振替 2/23(火)2/20-21 親睦旅

行に振替 3/16(火)例会取り止め 

会報回覧    狭山中央ＲＣ  

委員長報告 

会報委員会         粕谷康彦委員長 

 本日は第 4回クラブ協議会が開催されます。報

告書の提出にご協力をお願い致します。 

ニコニコＢＯＸ      西山祐三ＳＡＡ 

岩崎茂君～遅刻をしました。 
本日¥1,000   累計¥\755,046 

出席委員会         繁田光委員長 
会員数 出席数 出席率 前回修正率

44 名 29 名 74.4％ 85.7％ 

＊事前欠席連絡 5名 

―第 4回クラブ協議会― 

クラブ奉仕委員会      宮寺成人委員長 

 会長方針の中にクラブ協議会を重要視すると

ありました。今年は 2・3 回目が 7 月に重なって

いました。そこで 11 月に家庭集会にて、クラブ

奉仕各委員会の事業報告を行いました。残り半年

は特に会員増強に力を入れたいと思いますので

ご協力お願い致します。 

職業分類委員会       石川嘉彦委員長 

 現在の職業分類について検討した結果、変更の

必要性があり 2月の理事会に提案致します。 

会員選考委員会       繁田昌利委員長 

 前期は大塚拓氏が入会致しました。本年度の計

画では純増 2名ですので、後期 1名以上の増強を

行い、会員選考を出来るようにお願い致します。 

会員増強委員会       吉沢誠十委員長 

 現在入会者は 1名ですが、例会で取り上げられ

た候補者 28 名中、8 名の方々にアタックをしま

した。今後は会長と共に訪問し 1名以上の増強を

図りたいと思います。 

ロータリー情報委員会    水村雅啓委員長 

 11/15(木)「入間ＲＣ 定款・細則を学ぶ」勉強

会を開催。石川ＰＧのコーディネートの下内容の

入間ロータリークラブ週報        Club Bulletin 



濃い集会となった。 

 50 周年記念誌発行に際し、50 周年のあゆみと

クラブ発足当時のエピソード等、充実した内容で

編集をする。 

 地区に研修委員会があり、入会 3年未満会員を

対象にした研修を行っている。その内容の報告を

例会で発表したい。 

出席委員会          繁田光委員長 

 7 月～9 月の出席状況をまとめて配布しました。

10 月～12 月の出席状況は次回の例会にて配布予

定です。尚欠席の際の事前連絡のご協力を宜しく

お願い致します。 

会報委員会         粕谷康彦委員長 

 週報は毎例会後に発行しますので大変忙しい

委員会だと思います。例会及び各委員会の活動状

況、卓話、地域情報等を織り交ぜて掲載しており

ます。各委員長の皆さんには報告の原稿提出をお

願いしておりますので、スムースに発行出来てい

ます。今後共ご協力をお願い致します。 

親睦活動委員会       滝沢文夫委員長 

 実施済み→7/30 新旧役員慰労激励会 9/24 入間

南ＲＣとの合同例会10/29日帰り美術館11/26入

間ＲＣ50 周年記念式典 

 今後の予定→1/28 新年会 3/14-15 親睦旅行

4/27 入間南ＲＣとの合同例会 6/24 最終例会 

 未定→観劇 ゴルフ会 

雑誌委員会          山畑雅廣会員 

 「ロータリーの友」を読むことは三大義務のひ

とつであり、読むことにより様々な情報及び基礎

知識が習得出来ます。皆様是非お読み下さい。 

プログラム委員会       齋藤金作会員 

 前半は効果的なプログラムが組めました。この

委員会がバラエティに富んだ面白い活動を計画

し皆様にお知らせすることによって、出席率が向

上するのです。また不可欠なのが予算であり、あ

まり縮減してしまうとバラエティに富んだプロ

グラムを組むことが出来ません。次年度以降も不

可欠と不可分を良く考えた上での予算組をお願

い出来ればと思います。 

広報委員会         関谷永久委員長 

 年度計画書に基づき順調に遂行しております

が、地域メディアとの広報については只今検討中

です。入間囲碁クラブのプログラムへの広告参画

を行いました。 

職業奉仕委員会       友野政彦委員長 

 「4 つのテスト」の唱和は第 3例会にて歌唱致

しました。皆様からお寄せ頂いた「社訓」「家訓」

は次週開催される地区職業奉仕セミナーにて、紹

介の仕方を考えて参ります。 

健康管理委員会       大野賢次委員長 

 上半期は活動計画通り、インフルエンザの予防

接種と健康卓話を実施致しました。下半期は入間

市健康福祉センターを使って「年齢に合った体力

作り教室」を開催したいと思います。 

 

社会奉仕委員会       加藤国夫委員長 

 年度計画書に副って進めておりますが、今現在、

委員会での家庭集会でまとめた計画を実施する

為、以前行った年度記念施設のメンテナンスにか

かる見積もりを取り揃え準備中です。また、施設

慰問計画は2月の理事会に諮り4月に行う予定で

すが、会員の皆様にはご協力お願い致します。 

環境保全委員会       諸井克彦委員長 

 身近な環境問題を考える「ロータリーの森保全

活動」はゴールデンウィーク後に、「加治丘陵保

全活動」は 6 月の第 2 日曜日を予定しています。

尚、50 周年記念植樹の月桂樹の挿し木は 60%～

75%根付いています。3 月か 4 月に植え替えを予

定しています。 

国際奉仕委員会       吉永章子委員長 

 前年度より引き継がれた 3690 地区金浦ＲＣと

のＭＧは 9ヶ月間に渡りましたが、ここで任務の

遂行を見ることが出来つつある状況です。会員皆

様からの大切な浄財をクラブ寄付として使わせ

て頂きましたこと、御礼申し上げます。 

世界社会奉仕委員会 吉永章子国際奉仕委員長 

 ＷＣＳへの支援金を 3月中に送ります。飢餓ラ

ンチは現在続行中です。入間ＲＣのネパール奨学

里親は 31 名、子ども達は 45 名です。 

新世代部門委員会      齋藤栄作委員長 

 ＲＩ常設プログラムであるインターアクト・ロ

ーターアクト・ＲＹＬＡ・ロータリー青少年交換

プログラムを柱として考えました。活動計画 3つ

のうちインターアクト年次大会への参加・地区の

委員長の卓話は既にクリアしました。残りの検討

委員会を設立し、入間ＲＣとしての方向性を表現

することは大事であると思います。また今後、ク

ラブの方向性に対して表現したことを、地区等か

ら「与えられる」「依頼される」スタンスからこ

ちらから「提案する」スタンスに出来れば素晴ら

しいと考えております。 

ロータリー財団委員会    松井秀男委員長 

 本年度の寄付目標（1人あたり$200）は順調に

進んでおります。11 月のロータリー財団月間に

は、地区財団委員長に卓話をお願い致しました。

また、特別寄付に関しては会員の約半数の 21 名

の方にご協力を頂いておりますが、引き続き 2月

頃までお願いに廻りたいと思いますので、ご協力

宜しくお願い致します。 

米山奨学委員会       忽滑谷明委員長 

 昨年 4 月のオリエンテーションから始まり、7

月・11 月の部門セミナー及び秩父音頭祭り・研

修旅行・クリスマス会・ロータリーの森清掃活動

と、奨学生コチャワン・パッタマー（プロイ）と

共に参加を致しました。吉永会員が地区委員とし

て共に参加しましたので心強かったです。特別寄

付については、会員 37 名から計\745,000 のご寄

付を頂き、ありがとうございました。 

タイトル部分の写真はサンタモニカの風景です。 
    会報委員会（粕谷 齋藤 小田） 



会長挨拶        細淵克則会長 
             先週の土曜日に会長幹事会がありました。懇親会の席上

で反省や苦労話、後期の目標など聞くことが出来、大変有

意義な会合でした。同じ会長という立場だけで素晴らしい

仲間が出来ます。地区へ出向しても同じような経験が出来

ると思います。石川パストガバナーは、地区に出向するの

に 20年掛かったそうです。皆さんは数年で地区に出向する
機会が与えられます。チャンスがあればどんどん出向して、

他クラブの会員と交流を深めて下さい。  
幹事報告        山岸義弘幹事 
① 米山奨学会 寄付金控除証明→2/4例会の時にお渡しします。 
② 2/13(土)ＲＩ第 2570 地区第 3グループＩＭへの出席をお願い致します。 
③ 新入会員援助担当→繁田昌利会員を選任 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ＲＩ会長：ジョン・ケニー        ＲＩ第 2570 地区ガバナー：加藤 玄静 
■例会日：木曜日 12：30～13：30   ■例会場：丸広百貨店入間店６Ｆ バンケット・ホール  Tel.04-2963-1111 

■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 

■会長：細淵 克則 幹事：山岸 義弘 会報委員長：粕谷 康彦 Email：iruma－rc＠jupiter.plala.or.jp  
第 ２９ 号 ２５８９ 回例会 ２０１０年 １月 ２８日（木）  当番 滝沢 文夫 君

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

← 乾杯のご発声   山岸義弘幹事 
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タイトル部分の写真はサンタモニカの風景です。会報委員会（粕谷 齋藤 小田） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ＲＩ会長：ジョン・ケニー        ＲＩ第 2570 地区ガバナー：加藤 玄静 
■例会日：木曜日 12：30～13：30   ■例会場：丸広百貨店入間店６Ｆ バンケット・ホール  Tel.04-2963-1111 

■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 

■会長：細淵 克則 幹事：山岸 義弘 会報委員長：粕谷 康彦 Email：iruma－rc＠jupiter.plala.or.jp  
第 ３０ 号 ２５９０ 回例会 ２０１０年 ２月 ４日（木）  当番 晝間 和弘 君

 

2月は世界理解月間 
3月プログラム 

会長の時間          細淵克則会長 
 2/19 に狭山市東武サロンに於いて、第 3 グル
ープのＩＭが開催されます。例会振替、全員登録

ですので会員の皆さんのご参加を宜しくお願い

致します。 
私はＩＭでは 2つの想い出があります。1つ目
は入会間もない頃で、当時は宮岡仁平さんが分区

代理で右も左も分からずに、たすきを掛け駐車場

係としてお客様を案内した記憶があります。もう

1 つは石川パストガバナーがガバナー補佐とし、
平岡達也実行委員長の下で開催したＩＭです。こ

のＩＭの素晴らしさは基本的な運営方針にあり

ます。それは「第 3グループの合同例会」だとい
うことです。ＩＭは近隣都市の数クラブが合同で

情報交換及び親睦を行うことを目的としていま

す。ここ近年はガバナー補佐を輩出したクラブが

企画運営し、他クラブは当日参加するだけという

風潮になって来ています。本来は全クラブが全て

に関わりを持つべきではないでしょうか。当クラ

ブで行われたＩＭこそ、正に本来の姿だと感じま

した。開催に当たり、実行委員長が事前に会長幹

事会に於いて各クラブの意見を聞きました。当日

は各クラブの会長が主催者として壇上に並び、各

クラブのＳＡＡが会場監督・案内等を行いました。

マリンバコンサートでは、所沢ＲＣの市川みどり

会員に演奏をお願いし、全クラブが主催者である

と位置付けた歴史あるＩＭでした。当日、吉永会

員と共に司会を担当した私も、心から誇りに思う

ＩＭでした。 
 

 

 

 

幹事報告          山岸義弘幹事 

第 7回理事会報告 

＜協議事項＞ 

① 3 月・4月プログラム→承認 

② クリスマス家族会・新年会会計報告→承認 

＜報告事項＞ 

① 2/13(土)ＩＭについて 

② 防災サポート企業登録のお願い 

③ ポリオ撲滅チャリティゴルフコンペ→回覧 

米山記念奨学会より表彰 

入間ＲＣ創立 50 周年記念特別寄付に対し、米

山記念奨学会より表彰盾が贈られました。 

回覧、配布物 

① 2/13(土)第 3 グループＩＭ出欠表 
② 2010-11 年度版 ＲＣ手帳購入申込み 
③ 2010-11年度西川武重郎ガバナー事務所より
お知らせ 

④ 中小企業大学校東京校 
2010 年度研修ガイド・工場管理者養成研修

パンフレット 

⑤ 入間市教育委員会 研修会参加のお礼 

⑥ 「秩父祭りの文化遺産を考える」シンポジュ

ウム パンフレット 

⑦ ポリオ撲滅チャリティゴルフコンペ開催の

ご案内及び参加申込書 

⑧ 国際ロータリー世界本部よりメール 

⑨ 学友会ニュース（第 135 号・136 号） 

例会変更 

新所沢ＲＣ2/23(火)通常例会 

所沢中央ＲＣ2/15(月)創立記念例会(於：翆

園)2/22(月)→2/13(土)ＩＭに振替3/22(月)例

会取り止め 3/29(月)→4/3 観桜会に振替 

狭山ＲＣ2/12(金)→2/13(土)ＩＭに振替

2/19(金)夜間例会 

所沢ＲＣ2/16(火)→ 2/13(土)ＩＭに振替

2/23(火)移動例会 3/23(火)移動例会 3/30(火)

花見例会 

所沢東ＲＣ2/11(木)例会取り止め 2/18(木)→

2/13(土)ＩＭに振替 3/18(木)移動例会 

日高ＲＣ2/9(火)→2/13(土)ＩＭに振替 

 当番 内 容 

 4 日 平岡勲 会員卓話 

11 日 平岡達 講師卓話 

18 日  3/14-15 親睦旅行に振替 

25 日 松井 講師卓話 

入間ロータリークラブ週報        Club Bulletin 



会報回覧   日高ＲＣ  所沢中央ＲＣ 

古稀祝い            岩崎茂会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月のお祝い 

会員誕生 

浅見仁一郎君  山根 宏夫君  
岩崎  茂君  上野 弘勝君 
松井 秀男君  西山 祐三君 
繁田  光君  

夫人誕生 石川 孝子様  山根みどり様 
平岡由紀子様  宅見やす江様 

結婚記念 野村 信一君  岩崎  茂君  
忽滑谷 明君  繁田  光君 

 

ビジター・ゲスト 

米山奨学生    コチャワン・パッタマー様 

委員長報告 

クラブ奉仕委員会      宮寺成人委員長 

 1/26(火)入間万燈祭り実行委員会に出席、事業

報告・決算報告・監査報告が行われました。また

万燈祭のＤＶＤ紹介もありました。ＤＶＤは事務

所に保管してあります。 

親睦活動委員会       滝沢文夫委員長 

 今年度の親睦旅行は、3/14(日)-3/15(月)飛騨

高山と世界遺産の白川郷方面です。会員・ご家族

の参加をお待ちしています。 

雑誌委員会         摂田順一委員長 

 今月は「世界理解月間」です。2/23 はロータ

リー創立記念日です。横のページでは、世界理解

月間に因んで世界理解と平和に関する記事が P5

～P12 に亘り掲載されています。「視点ガバナー」

の欄 P23 に当 2570 地区ガバナー加藤玄静氏が登

場しています。P24「よねやまだより」最近プロ

野球の世界で日韓の選手交流が盛んです。日韓の

架け橋として米山奨学生が通訳として活躍の記

事、また縦のページトップに「近代史に見る韓日

関係と奉仕の理想」の文が掲載されています。 

職業奉仕委員会       友野政彦委員長 

 1/30 国立女性教育会館にて、第 2 回職業奉仕

セミナーが行われました。「事業経営と職業倫理」

についての事例発表、グループ討議等、4時間半

に亘り勉強して参りました。 

社会奉仕委員会       加藤国夫委員長 

 1/23(土)北坂戸オルモにて、本年度第 2回ブラ

イダルパーティーが開催されました。総勢 25 名、 

加藤玄静ガバナー出席の下、和やかな雰囲気の中

にも程よい緊張感に包まれたパーティーでした。 

 県立入間高校就学体験意見交換会に参加、地区

高校生社会体験活動委員長 山崎嘉正氏の挨拶で

始まり学校担当者の報告がありましたが、報告内

容も優等生的報告で、高校就学率に照らして、か

なり矛盾を感じた意見交換会でした。 

環境保全委員会       諸井克彦委員長 

 庭木に肥料を散布するのは今月中が適してい

ます。3月に入ると根が活動を始めるので、その

前に馴染ませておくことが大事です。 

新世代部門委員会      齋藤栄作委員長 

（１）地域交流研修会 

（市内 11 中学校・16 小学校の校長・教頭と教育

幹部入間ＲＣ・入間南ＲＣ・入間ＬＣ・入間青

年会議所・商工会・法人会にて構成） 

「入間市の子ども達の為に」をキーワードとして

1/22(金)産業文化センターにて、本年も盛大に

開催されました。山岸・山畑・宮寺・吉永会員

と共に参加して参りました。 

（２）第 2回入間市中学生社会体験チャレンジ推

進委員会参加報告  

＊日時 2/3(水)15:00～16:30 

＊会場 入間市教育研究所 

＊内容 ①平成 21 年度中学生社会体験チャレ

ンジ事業の取り組み状況報告 

②実施状況報告 

③中学生による成果発表 

④平成 22 年度の実施予定発表 

50 周年実行委員会記念誌部門 水村雅啓委員長 

 原稿は全て集まりました。41 代～50 代会長は

想い出の写真を提供して下さい。3月末の発行を

予定しています。 

ニコニコＢＯＸ      西山祐三ＳＡＡ 

岩崎茂君～古稀祝いありがとう。齋藤金作君、

齊藤福太郎君、摂田順一君、山岸義弘君、友野政

彦君、諸井克彦君、齋藤栄作君、滝沢文夫君、宮

崎正文君、吉沢誠十君、晝間和弘君、西山祐三君、

細淵克則君～加藤さん写真ありがとう。岩崎茂君

～理事会欠席申し訳ありません。 
本日¥79,000   累計¥834,046 

出席委員会         繁田光委員長 
会員数 出席数 出席率 前回修正率

44 名 32 名 72.7％ 77.0％ 

＊事前欠席連絡 6名 



 
 
 
 
「太平洋無着陸横断飛行」 
 太平洋無着陸横断飛行は人類の夢だ

った。朝日新聞は最初の成功者に日本

人なら 10万円、外国人なら 5万円の懸
賞金を贈ると発表した。日本人でその

計画に挑戦したものがあったが、失敗

した。初めて成功したのはアメリカ人

飛行家、バングボーンとハードソンの 2
人であった。実行するに当たってガソ

リンを多量に積み、飛行中は車輪を切

り落とし、風の抵抗を少なくした。そ

の結果スピードを増し、青森県の淋代

（さびしろ）海岸からアメリカ、ワシ

ントン州のウエナッチ市までの飛行に

成功した。車輪が無いので飛行場の上

空をガソリンが空になるまで旋回して

から着地した。労働者の賃金は 1 年間
で 1 万円位だったから、賞金の 5 万円
は当時にしては大金であった。昭和 6
年 10月 4日の出来事であった。 
「トルーマンとマッカーサー」 
 朝鮮事変の際、アメリカ軍は一時共

産軍を圧倒し鴨緑江（おうりょくこう）

付近まで進出し、北京を攻撃する予定

であった。アメリカ大統領トルーマン

は驚いて中止するよう説得したが承知

しないので、その場でマッカーサー将

軍を解任してしまった。中国との全面

戦争が避けられた。日本だったらどう

なっていたことか。 

―会員卓話― 

「わがクラブ黎明の期」     齋藤金作会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.県下における既存ＲＣの拡大気運 

2.大宮ＲＣが西部地区ＲＣ拡大委員会を結成 

た意図とその気迫 

3.委員会の迅速な始動 

4.平田高美氏を地域の発起人、世話役として就 

任依嘱 

5.平田氏の行動の変遷とクラブ基盤構築 

＜飯能中心から地域範囲を拡大、県西 4市全

域構想へ→所沢、企画推進断念を申し入れ＞ 

6.大宮ＲＣと平田氏による好連繋による拡大の 

推進 

7.大宮ＲＣ、川越ＲＣに対し「武蔵仮クラブ」 

結成の経過報告と協力方を依頼 

8.ロータリー情報提供とオリエンテーションの 

実施 

9.武蔵ＲＣ、めでたく船出（1959.11.12） 

10.我がクラブの出生は粉うべくもなく大きな 

2 つの力による合作であると断じられる 

＜ボケーションと友情の兼ね合いによって

良好な社会構築を果たした好例と言える＞ 

11.当クラブにはよき伝統が精神的態度の中に生

きて流れている、今は歴史のよき一齣を刻む

ことを心に掛けて生きることだ 

西部地区ＲＣ結成拡大委員会委員 他 

← 以上のような項目に副ってわがクラブ誕生

時の興味深いお話を頂きました。詳しい内容は 3

月末発行予定の「50 周年記念誌」に掲載されま

すのでお楽しみに！！ 

 

 

タイトル部分の写真は中国(大連)の風景です。 
    会報委員会（粕谷 齋藤 小田） 

泉  藤吉 1955-57 

初代会長 

 泉自動車㈱ 

松本鉄治郎 1957-58 

二代会長 

委員長 

特別代表 

松本産業㈱ 

島清 一郎 1959-60 

四代会長 

委員 

拡大時会長 

日赤病院 

理事長 

熊田 克彦 1960-61 

五代会長 

委員 

次年度会長 

武銀 

商工会議所 

田中 松彦 1961-62 

六代会長 

委員 

直前幹事 

次次年度会長 

田中計器㈱ 
現日本ワイパ

ーブレード㈱

山口  大 1965-66 

十代会長 

委員 

拡大時幹事 

拡大補助者 

武蔵土建㈱ 

神田 芳雄 1957-58 

二代幹事 

委員  

平田 高美 川越ＲＣ 発起人 

世話役 

平仙レース㈱

県西地区経済

界重鎮 



＜第一部  式 典＞  
★オープニングセレモニー 福島県人会 和太鼓★ 

12:45 登 録 開 始  
13:30 点 鐘    ガバナー補佐          佐 藤 信男  

        国 家 斉 唱    ソングリーダー         長 嶺  修  
        ロータリーソング 
        開 会 の 言 葉    実行副委員長          岡 本 久之  
        主 催 者 挨 拶    ガバナー補佐          佐 藤 信男  
        来 賓 挨 拶    狭山市長            仲 川 幸成  
        来 賓 挨 拶    ガバナー            加 藤 玄静  
        来 賓 挨 拶    パストガバナー         石 川 嘉彦  
        来 賓 挨 拶    ガバナーエレクト        西川武重郎 
        来 賓 紹 介    ガバナー補佐          佐 藤 信男  
        物故会員に黙祷    実行副委員長          高 鳥  修  

14:30 記 念 講 演   「今後の国際情勢と日本の課題」  講師：森本敏様 
＜第二部  懇親会＞ 
16:40～18:30     『夢と思い出を作ろう』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ＲＩ会長：ジョン・ケニー        ＲＩ第 2570 地区ガバナー：加藤 玄静 
■例会日：木曜日 12：30～13：30   ■例会場：丸広百貨店入間店６Ｆ バンケット・ホール  Tel.04-2963-1111 

■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 

■会長：細淵 克則 幹事：山岸 義弘 会報委員長：粕谷 康彦 Email：iruma－rc＠jupiter.plala.or.jp  
第 ３１ 号 ２５９１ 回例会 ２０１０年 ２月 １３日（土） 当番 滝沢 文夫  君

 

国際ロータリー第 2570 地区  

第３グループ 都市連合会 
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                    ← 加藤玄静ガバナー挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐藤信男ガバナー補佐挨拶 

← 記念講演 

講師：森本 敏様 

＜プロフィール＞ 

昭和 16 年生まれ。 

平成21年8月初代

防衛大臣補佐官を

拝命、安全保障、

軍備管理、防衛問

題、国際政治の専

門家として報道番

組に多数出演。 

 

 

★ＲＩテーマ 
『ロータリーの未来は 

    あなたの手の中に』 

 

★地区テーマ 
『今を大事に』 

 

★ＩＭテーマ 
『 心 』 

 

 

タイトル部分の写真は中国(大連)の風景です。会報委員会（粕谷 齋藤 小田） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ＲＩ会長：ジョン・ケニー        ＲＩ第 2570 地区ガバナー：加藤 玄静 
■例会日：木曜日 12：30～13：30   ■例会場：丸広百貨店入間店６Ｆ バンケット・ホール  Tel.04-2963-1111 

■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 

■会長：細淵 克則 幹事：山岸 義弘 会報委員長：粕谷 康彦 Email：iruma－rc＠jupiter.plala.or.jp  
第 ３２ 号 ２５９２ 回例会 ２０１０年 ２月 ２５日（木） 当番 平岡 達也 君

 

2月は世界理解月間 
会長の時間          細淵克則会長 
 2/13(土)狭山市東武サロンにて、第 3グループ
のＩＭが開催され、多くの会員の皆さんが参加さ

れました。また本日は佐藤ガバナー補佐がお見え

になっていますが、ＩＭの成功を心よりお喜び申

し上げます。ＩＭの開催は義務ではなくなりまし

たが、12 クラブが一堂に会すと言うことに意味
があり素晴らしいことだと思います。森本敏氏の

記念講演も大変興味深く聞くことが出来ました。 
 2/20(土)は本庄グランドホテルにて、クラブ奉
仕部門セミナーが開催され宮寺クラブ奉仕委員

長・関谷広報委員長と共に参加して参りました。

私のテーブルのテーマは「プログラム」に関して

でしたが、殆どのクラブが卓話の企画は当番制と

言うことで入間ＲＣのように担当委員会が企画

するのは少数でした。小川ＲＣでは小川信用金庫

の破綻により、77名の会員が 11名まで減少して
しまい通常例会が困難になった為、移動例会を多

くしたそうです。現在は少年野球や地元の団体の

活動に積極的に参加し、ロータリーを理解しても

らうと同時に会員増強に役立てようとしている

そうです。各テーマの報告の中で、石川嘉彦研修

リーダーが「広報することが目的ではなく、広報

を通じてＲＣの活動を内外に正しく理解しても

らうことが目的」とのお話をされましたが、非常

に印象的でした。加藤ガバナーより今年の地区大

会は登録料を徴収しないので「全員参加」のお願

いがありました。会員の減少により地区の運営も

非常に厳しい中で、登録料無しの開催を決断され

た本庄ＲＣ会員の皆さんの努力・協力に頭の下が

る思いです。是非とも入間ＲＣ全員が参加し、本

庄ＲＣに協力したいと思います。 
 2/9(火)は繁田出席委員長の発案により、7名の
会員が入間南ＲＣにメーキャップにお邪魔しま

した。素晴らしい企画に感謝致します。来月は飯

能ＲＣの予定、石川パストガバナーの卓話があり

ますので是非ご参加下さい。5/13例会に加藤ガバ
ナーがお見えになりますので多数の会員でお迎

えしたいと思います。 

 

佐藤信男ガバナー補佐より ＩＭの御礼 

 皆さんこんに

ちは。先日の第 3

グループＩＭは

大勢の皆様のご

参加を頂き、賑や

かに開催するこ

とが出来ました。

これからもます

ます友情の輪を

広げたいと思い

ますのでどうぞ宜しくお願い致します。 

幹事報告          山岸義弘幹事 

① 3/14(日)-15(月)親睦旅行参加お願い 

② 3/18(木)金浦ＲＣ31 周年式典及びＭマッチ

ング・グラント車輌贈呈式参加の件 

③ 4/17(土)-18(日)地区大会の件 

④ 入間市交通安全対策推進協議会より 

  交通事故が増えているので注意すること 

⑤ 3 月レート→1㌦ 90 円 

⑥ 秩父祭りの文化遺産を考えるシンポジュウ

ム参加の件 

回覧、配布物 

① ＲＩ第 2570 地区 社訓・家訓集 
② ガバナーノミニー紹介 
③ ハイチ地震についてのご連絡 
④ 「埼玉県文化振興基金」への寄付お願い 
⑤ 中国米山学友会総会 in 上海へのお誘い 
⑥ 「ロータリー囲碁大会」韓国開催のお知らせ 
⑦ ハイライトよねやま 120 号 
⑧ ＲＩロータリー財団 2008-09 年度年次報告 
⑨ ＲＩ第 2570 地区 2009-10 年度 第 2回職業
奉仕部門セミナーグループ討議報告 

⑩ 入間南ＲＣメーキャップ御礼 
⑪ 50 周年記念誌原稿 
⑫ 2009-10 年度地区大会出欠表 
⑬ 2010-11 年度版ＲＣ手帳購入申込み表 
⑭ 3/14-15 親睦旅行出欠表 
⑮ 飯能ＲＣ 例会場変更のお知らせ 
平成 22.4.14(水)～マロウド イン 飯能 
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例会変更 

飯能ＲＣ3/17(水)創立 45 周年記念式典(飯能

プリンスホテル)3/13(水)夜間例会 4/7(水)例

会取り止め  

会報回覧 

所沢ＲＣ 所沢東ＲＣ 新狭山ＲＣ  

狭山ＲＣ 狭山中央ＲＣ 入間南ＲＣ  

日高ＲＣ 飯能ＲＣ 

ビジター・ゲスト 

航空自衛隊 第三補給処長 

空将補       小嶋信義様 

第 3グループ ガバナー補佐  佐藤信男様 

委員長報告 

クラブ奉仕委員会      宮寺成人委員長 

 2/20(土)埼玉グランドホテル本庄にてクラブ

奉仕部門セミナーのプログラム部門に出席しま

した。8つのＲＣと、例会プログラムについて討

議(情報交換)をしました。坂戸さつきＲＣでは年

度末に良かった卓話のアンケートを採り、その担

当会員に記念品を渡しているそうです。 

職業奉仕委員会       石川嘉彦委員長 

 ニコニコＢＯＸについて誤解があるようなの

で第 2680 地区パストガバナー田中毅様の記述を

配布しました。ニコニコは社会奉仕の為に使うの

で、ロータリアンはその受益者にはなれません。 

親睦活動委員会       滝沢文夫委員長 

 3/14-15 の親睦旅行は飛騨高山・白川郷です。

ご家族を含め皆様の参加をお願い致します。早春

の絶景をご覧になれると思います。 

広報委員会         関谷永久委員長 

 他委員会の活動に対して一般に周知させる普

段の努力が共感され、魅力ある団体として将来の

会員増強に繋がります。 

ロータリー財団       松井秀男委員長 

 Ｒ財団年次寄付は 3,200 ㌦(\288,000)を振り

込みました。皆様ご協力ありがとうございました。 

ニコニコＢＯＸ      西山祐三ＳＡＡ 

佐藤信男様～今日は久しぶりに参りました。宜

しくお願い致します。加藤国夫君～会報に美女と

のツーショットが載りました。齋藤金作君～佐藤

ガバナー補佐、ＩＭ大成功ご苦労様でした。後藤

賢治君～小嶋様本日は宜しくお願い致します。諸

井克彦君～お陰様で会社を設立致しました。吉永

章子君、石川嘉彦君、細淵克則君、粕谷康彦君、

摂田順一君、平岡達也君～加藤さん写真ありがと

うございます。 
本日¥20,000   累計¥854,046 

出席委員会         繁田光委員長 
会員数 出席数 出席率 前回修正率

44 名 37 名 86.0％ 79.5％ 

＊事前欠席連絡 2名 

 

 

 

 

―講師卓話― 

航空自衛隊 第三補給処長 

空将補     小嶋信義様 

＜講師プロフィール＞ 

◆昭和 32 年 5 月 4日生まれ（防衛大 24 期） 

◆部隊歴 

昭和 55.11.14 西部航空警戒管制団 

昭和 61. 8. 1 防衛大学校 

平成 10. 6. 1 イスラエル駐在官 

平成 15. 4. 1 作戦情報隊作戦情報処理群司令 

平成 18. 3.27 空幕軍用支援・情報部情報課長 

平成 19. 7. 3 第 2 術科学校長 

平成 20.12. 1 第 3 補給処長      

「自衛隊イラク派遣 

～クウェートから見た活動」 

本日は入間市のリ

ーダーの皆様の前で

お話しさせて頂く機

会を与えて下さいま

した細淵会長、上野

委員長に御礼を申し

上げます。本日はお

手元の資料の 4 項目

に亘ってお話をさせ

て頂きます。 

１．クウェートの概要 

①地理・人口②宗教③気候④経済 

２．イラク及びクウェートにおける自衛隊の活動 

①航空自衛隊の活動→2003.12 月～2009.2 月 

 ②陸上自衛隊の活動→2004. 1 月～2006.7 月 

３．防衛駐在官としての活動 

 ①情報収集→クウェート到着から空自本隊派

遣決定まで・バスラ空軍基地(英)視察・タリ

ル空軍基地(米)視察・サマーワ駐屯地訪問 

 ②ハブとしてのクウェート→政府専用機の受

け入れ・その他受け入れ・要人訪問 

 ③トピックス→邦人ジャーナリスト襲撃事件

橋田信介さん・小川功太郎さんの乗った車が

武装グループに襲撃 

４．自衛隊イラク派遣の意義 

 ①国連への幻想→日本は国連第一主義、イスラ

エルは国連を信用していない 

②三国干渉→露・独・仏 

 ③イラクに優しい仏→最後まで武力行使反対 

 ④その時、金正日は→イラク派遣により「いざ

という時に日本は動く」と言うプレッシャー

になった 

 ⑤10 年後のイラク 

～イラク派遣の意義～ 

★イラクの人の為になった。 

★日米関係が緊密になった。 

★日本の安全保障を考えた時、日本の行動力を

見せることが出来た。 

タイトル部分の写真は中国(大連)の風景です。 
    会報委員会（粕谷 齋藤 小田） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ＲＩ会長：ジョン・ケニー        ＲＩ第 2570 地区ガバナー：加藤 玄静 
■例会日：木曜日 12：30～13：30   ■例会場：丸広百貨店入間店６Ｆ バンケット・ホール  Tel.04-2963-1111 

■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 

■会長：細淵 克則 幹事：山岸 義弘 会報委員長：粕谷 康彦 Email：iruma－rc＠jupiter.plala.or.jp  
第 ３３ 号 ２５９４ 回例会 ２０１０年 ３月 ４日（木） 当番 繁田 昌利  君

 

3月は識字率向上月間 
4月プログラム 

表彰 
＜米山功労賞＞ 
齋藤金作会員 吉永章子会員 加藤国夫会員 
＜米山功労クラブ＞ 
入間ＲＣ（第 19回） 
会長の時間          細淵克則会長 
 2/28(日)東松山「紫雲閣」に於いて、吉永米山
奨学推進委員、忽滑谷米山奨学委員会委員長と共

に、米山奨学部門セミナーに参加して参りました。

セミナーの内容は「米山奨学事業についての討論

会」と「米山奨学生による自己紹介と 5分間スピ
ーチ」で、24 名の奨学生が各々スピーチを行い
ました。8年、10年と日本に滞在している学生も
多くさすがに日本語も流暢です。その中でも当ク

ラブのプロイは他の学生に比べると日本語を正

しく理解していますので、とても聞きやすく分か

りやすいスピーチでした。 
終了式では 17 名の奨学生に修了証が、またカ
ウンセラーには感謝状が授与されました。残り 7
名の奨学生は引き続き 1 年間のカウンセラーを
行います。その後のパーティーでは若い皆さんと

楽しいひと時を過ごすことが出来ました。来年度

も吉永会員が米山奨学委員会に出向しますので

どうぞ宜しくお願い致します。 
 2/27(土)には西川年度のＰＥＴＳが開催され、
山岸会長エレクトが出席致しましたので後程報

告があると思います。1年前に加藤ガバナーから
ＰＥＴＳの研修を受けたことが昨日のことのよ

うに思い出されます。あと 3ヶ月半、会員の皆様
のご協力の下頑張りたいと思います。どうぞ宜し

くお願い致します。 

 

幹事報告          山岸義弘幹事 

第 9回理事会報告 

＜協議事項＞ 

① 職業分類変更の件 

② 地雷で被害を受けた子どもたちへの支援 

  例年 1,000/人 

③ 入間ＲＣホームページにロータリーソング

を聴けるシステムを追加する件 

④ 親睦旅行について→会員の1/3の参加がない

と例会として成立しない為今回は中止 

⑤ 5 月のプログラムについて 

⑥ 社会奉仕委員会より 

  ・看板メンテナンスについて 

  ・健康・福祉委員会の行事について 

4/10(土)社会福祉法人埼友会慰問 

内容→新舞踊（小田会員奥様他） 

＜報告事項＞ 

① 3/ 9(火)第 2 回入会 3年未満研修会 

② 3/25(木)第 3 グループ会長幹事会 

③ 3/29(月)地区大会記念チャリティゴルフ 

④ 4/25(日)地区協議会 

⑤ 地区役員依嘱の件 

⑥ 細淵会長令夫人 お見舞い金拠出 

回覧、配布物 

① 学友会ニュース 2010 年 2 月号 第 137 号 
② バキオ便り 2010 年 3 月号 vol.17 
③ 3/14-15 親睦旅行出欠表 
④ 2009-10 年度地区大会出欠表 
例会変更 

入間南ＲＣ3/9(火)→3/16(土)加治丘陵クリーン

アップ作戦に振替 3/30(火 )花見家族例会

4/20(火)→4/17-18 地区大会に振替 4/27(火) 

入間ＲＣとの合同例会(於：さくら草ホール)  

会報回覧   所沢ＲＣ 所沢中央ＲＣ  

今月のお祝い 

会員誕生 後藤 賢治君  粕谷 康彦君  

夫人誕生

繁田 智恵様  大野喜久代様 
水村 安代様  山岸 弥生様 
齋藤 慶子様 

結婚記念 繁田 昌利君 

 当番 内 容 

 1 日 水村 会員卓話 

 8 日 宮寺 第 5回クラブ協議会 

15 日  地区大会に振替(4/17-18) 

22 日  
入間南ＲＣとの合同例会 

4/27(火)に振替（夜間） 
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ビジター・ゲスト 

西部地域振興センター 

県民生活担当課長   池田英樹様 

米山奨学生  コチャワン・パッタマー様 

委員長報告 

親睦活動委員会       滝沢文夫委員長 

 残念なことですが、参加人数の関係で今回の親

睦旅行は中止となりました。親睦委員長として申

し訳なく思います。後日、日を改めて開催したい

と思います。又、丸大トラベル様には大変お世話

になりましたこと、お詫び申し上げます。 

雑誌委員会         摂田順一委員長 

 3 月は識字率向上月間（3日～14 日は世界ロー

ターアクト週間）です。横のページ P3～P9 に関

連記事が掲載されています。P14～P16 には日本

初のローターアクト、川越ＲＣが紹介されていま

すのでご覧下さい。 

 縦のページ P2 には「転ばぬ先の杖と智恵」、P15

の「柳壇」には入間南ＲＣ大野会員の作品が掲載

されています。P16「言いたい 聞きたい」では不

況退会防止について掲載されています。「ロータ

リー・アット・ワーク」P23～P35 まで各ＲＣの

活動が掲載されており、P28 左下部分には我が入

間ＲＣ「50 周年記念」ＬＥＤ防犯灯設置の記事

が掲載されていますので是非ご覧下さい。 

米山奨学委員会       忽滑谷明委員長 

 2/28(日)紫雲閣に於いて米山奨学部門セミナ

ー及び今年度奨学生の終了式が行われ、細淵会

長・吉永地区委員と共に出席して参りました。 

 当クラブ所属のプロイは 2 ヶ年継続ですので、

引き続き宜しくお願い致します。 

ニコニコＢＯＸ      西山祐三ＳＡＡ 

西山祐三君～池田様、卓話宜しくお願いします。

野村信一君～長い間お休みしました。 
本日¥31,000   累計¥885,046 

出席委員会         繁田光委員長 
会員数 出席数 出席率 前回修正率

44 名 36 名 81.8％ 100.0％ 

＊事前欠席連絡 4名 

  

―講師卓話― 

「防犯のまちづくり 出前講座」 

西部地域振興センター 

県民生活担当課長   池田英樹様 

 皆様こんにちは。本

日は埼玉県が進めてい

る「防犯のまちづくり」

についてお話させて頂

きます。このような機

会を与えて頂き誠にあ

りがとうございます。

私たちは日頃、入間市

を含め所沢市・狭山市・飯能市・日高市、5市の

地域の防犯を担当させて頂いております。入間Ｒ

Ｃにおかれましては 50 周年記念事業としてＬＥ

Ｄ防犯灯 120 基をご提供頂いているということ

ですが、このような取り組みは環境にも優しく、

また地域の安心安全にも非常に有意義であり、地

域の防犯担当者として篤く御礼申し上げます。 

 ではお手元のハンドブックに沿ってお話をさ

せて頂きます。 

１．埼玉県の犯罪情勢 

 県内の刑法犯認知件数は、昭和 60 年から平成

16 年にかけて約 3 倍に増加→地域での自主防

犯活動等により平成 17 年以降減少 

＊市町村別犯罪率→大宮・草加・蕨が高い 

２．街頭犯罪対策 

 昨今の不況の影響により、ひったくりが増加 

＊被害者の 9割以上が女性 

＊バイクを使った犯行が多い 

＊金融機関から出てきた人を狙う 

３．侵入盗対策 

 住宅侵入盗（空き巣・忍び込み等）→一戸建て・

共同住宅共、約 8割が窓からの侵入 

＊被害を防ぐ為には？ 

①侵入を防ぐ→在宅・不在を問わず施錠する/

鍵は一箇所に 2 つ以上取り付ける/窓は防犯

窓にする/防犯アラーム・カメラ・センサー 

②留守とわからないようにする→外出時にも

照明を付ける/旅行時は新聞・郵便物止める 

③見通しのきく構造→塀や植栽の工夫 

④被害を最小限にする→多額の現金を置かな

い/通帳・貴金属・パスポート・保険証の保

管場所を工夫 

⑤近隣との連携→旅行等、留守時には近所に声

を掛けて出かける 

４．防犯のまちづくり 

 住んでいるまちを防犯の視点から見直そう

→住み慣れたまちでも「防犯」の視点は普段

あまり意識されていません。防犯灯が暗くな

っている・樹木や雑草が生い茂っている・柵

のない空き地がある等→危険箇所をチェッ

クし、なくす努力をする 

＊防犯灯・街路灯の点検、夜間の門灯点灯 

＊樹木のせん定・雑草の刈り払い 

＊防犯カメラ・センサーライトの設置 

★防犯のまちづくり出前講座★ 

＜出前講座とは＞ 

＊県職員が地域や団体の会合・総会・研修にお

伺いし、地域の犯罪発生状況や防犯対策等に

ついて説明します。 

＊自治会・ＰＴＡ・老人会・公民館・各種団体

の研修や講座等ご依頼に合わせた内容の防

犯講座を行います。 

＜講座例＞ 

＊県内や地域の犯罪発生状況 

＊犯罪にあわない為の方法 

＊振り込め詐欺対策   

タイトル部分の写真はタイの風景です。 
    会報委員会（粕谷 齋藤 小田） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ＲＩ会長：ジョン・ケニー        ＲＩ第 2570 地区ガバナー：加藤 玄静 
■例会日：木曜日 12：30～13：30   ■例会場：丸広百貨店入間店６Ｆ バンケット・ホール  Tel.04-2963-1111 

■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 

■会長：細淵 克則 幹事：山岸 義弘 会報委員長：粕谷 康彦 Email：iruma－rc＠jupiter.plala.or.jp  
第 ３４ 号 ２５９５ 回例会 ２０１０年 ３月 １１日（木）  当番 松井 秀男 君

 

3月は識字率向上月間 
会長の時間          細淵克則会長 
 3/6(土)国立女性教育会館に於いて、ＲＹＬＡデ
ー(ロータリー青少年指導者育成プログラム)に参
加して参りました。「今、南極は」というテーマ

で、元 43次南極地域観測越冬隊員 桜庭俊昭さん
による講演がありました。入口に写真が展示され、

プロジェクターを使いながら詳細な南極の現状

が紹介されました。①南極から見た地球規模環境

変化の総合研究②地球気候の解明③氷層を掘り

下げることにより 100 万年前の大気の変動や環
境変化④裸氷帯での隕石探査⑤オーロラの観測

の為、太陽の変動や周期性を解明する…以上 5項
目に渡るお話を興味深く聞くことが出来ました。

地球規模で進んでいる環境の変化はとても恐ろ

しく、考えさせられる問題です。最後に基地での

越冬隊員の生活が面白おかしく紹介されました。

引き続き午後から、平成の寺子屋「元気塾」主宰

の教育アドバイザー 齊藤洋子さんの講演があり、
33 年間の教員生活を元に生徒と教師の関係につ
いてのお話をされました。「自分は一生懸命やっ

ているのに、どうして生徒はわかってくれないの

か」「家庭に問題があるんだ」と、他人のせいに

ばかりしていた毎日、修学旅行で出会った薬師寺

のお坊さんの言葉に頭をハンマーで殴られた思

いがしたそうです。「中学 3 年生は一生で一度し
かあらへんよ。薬師寺の土の上に立っている今を

大事にせなあかんよ。両親・友達・動植物…この

世の生きるもの、みんな大事なものばかりや。」

そして「今を大事に」する生き方をする決心をし

たそうです。しかしドラマのような学級経営が出

来るはずもなく、苦悩の日々が続きました。再び

修学旅行で京都・大仙院の尾崎住職の言葉に出会

ったそうです。「今やらないんだら、いつやるん

だ」この言葉が「今を大事に」することの決定打

となりました。それからことある毎に生徒たちに

「今を大事に」することを根気強く語り掛けたそ

うです。奇しくも加藤ガバナーと同じテーマに

「お願いしたわけではないのにびっくりした」と

の加藤ガバナーの談でした。 

 

幹事報告          山岸義弘幹事 

① 地雷で被害を受けた子どもたちへの支援

44,000 円振込完了 

② 入間ＲＣホームページにロータリーソング

を聴けるシステム→追加完了 

③ 地区大会のパンフレット配布 

回覧、配布物 

① 一般広報誌「ロータリー世界と日本」 
② 会員勧誘のための広報誌「ROTARY あなたも
新しい風に」 

③ （財）麻薬・覚せい剤乱用防止センター 
「ニュースレター第 82 号」 

④ 埼玉県入間高校学校長より「高校生感動体験

プログラム事業」御礼 

⑤ 4/10(土)社会福祉施設慰問出欠表 

例会変更 

日高ＲＣ3/16(火)→3/17(水)飯能ＲＣ創立 45 周

年記念式典に振替 3/30(火)例会取止め 4/6(火)

観桜会 4/13(火)→4/17-18 地区大会に振替 

会報回覧 

狭山ＲＣ 狭山中央ＲＣ 新狭山ＲＣ 

飯能ＲＣ 日高ＲＣ  

ビジター・ゲスト 

ツムラ ライフ サイエンス㈱ 

代表取締役社長     古賀和則様 

委員長報告 

クラブ奉仕委員長      宮寺成人委員長 

 2010-11 年にかけての派遣候補生、豊岡高校の

板木さんの派遣先がベルギー第 1630 地区に決定

致しました。この地区の公用語はフランス語だそ

うです。 

ＰＥＴＳ報告     山岸義弘会長エレクト 

2/27(土)東松山紫雲閣に於いてＰＥＴＳが開

催され、出席して参りました。「いよいよ始まる

のかな…」と実感がわいて来ました。 

★次年度ＲＩ会長 レイ・クリンギンスミス 

テーマ「地域を育み、大陸をつなぐ」 

★次年度西川武重郎ガバナー 

テーマ「利他の心で行動しよう」 
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＜目新しい事項＞ 

＊複数年度に渡る事業 

＊複数のクラブで行う事業 

＊クラブ研修リーダーの選任 

＜クラブ役員キット＞ 

クラブ会長要覧/会計/幹事/クラブ管理運営委員

会の手引き/クラブ会員増強委員会の手引き/ク

ラブ広報委員会の手引き/クラブ奉仕プロジェク

ト委員会の手引き/クラブロータリー財団委員会

の手引き 

強制ではありませんが、いたる所でＣＬＰの採

用を進めています。改めて会員の皆様のご意見を

伺いながら方向性を考える時期なのかなと思い

ます。次年度の理事会メンバーは決定させて頂い

ておりますが、小委員会委員長も早めにお願いし

たいと思います。50 年の歴史と伝統ある入間Ｒ

Ｃの会長として身の引き締まる思いですが、次年

度一年間頑張りますので宜しくお願い致します。 

ニコニコＢＯＸ      西山祐三ＳＡＡ 

細淵克則君～妻のお見舞いありがとう。野村信

一君～諸井さん、植木ありがとう。クラブよりお

見舞いありがとう。 
本日¥15,000   累計¥900,046 

出席委員会         繁田光委員長 
 3/9(火)第2回入会3年未満会員対象の研修会に
参加して参りました。講師による一方的な講義で

はなく、グループごとの研修でいつ指名されるか

わからない緊張感の中、眠たくなる暇もありませ

んでした。今まで何となく解らないままにして来

たことが、自分の質問に答えて頂くことにより理

解出来ました。私自身大変効果のあった研修会で

した。今後も機会があればまた是非参加させて頂

きたいと思います。 
 3/24（水）飯能 RCにメーキャップに行きたい
と思います。来週中までにお返事をお願いします。 
会員数 出席数 出席率 前回修正率

44 名 33 名 78.6％ 90.7％ 

＊事前欠席連絡 7名 

―講師卓話― 

ツムラ ライフ サイエンス㈱ 

代表取締役社長     古賀和則様 

＜講師プロフィール＞ 

◆1954 年 4 月 7日生まれ 

◆広島県出身/創価大法卒 

◆1979 年 津村順天堂（現ツムラ）入社 

業務部長などを経て 2006 年のライフサイエン

ス設立と同時に初代社長に就任 

今年 9 月に社名を商

品名同じ『バスクリ

ン』に変更します。

社名がバスクリンに

なると、社業が入浴

剤に限定されている

ように取られること

にもつながるとして、 

異論もありました。それでもバスクリンを通じて、 

この会社が存在する理由や意義を再確認するこ 

とが重要です。お風呂を快適にするための商品 

を売ることが目的ではなく、温泉や生薬など天然 

由来の成分や自然の恵みを使って消費者の健康 

に貢献することこそがこの会社の存在意義です。 

「お風呂でもっと健康に！」 

～ちょっとした工夫で快適なバスタイムを～ 

１．入浴の効果 

浮力効果→筋肉の緊張がほぐれ心も開放（リラ

クゼーション効果） 

温熱効果→血行促進、新陳代謝を活発に（体内

の老廃物や疲労物質の除去） 

水圧による効果→腹部にかかる水圧が横隔膜

を押し上げ肺の容量を減少させる。呼吸の回数

が増え心肺機能が高まる。 

＜お風呂の上手な入り方＞ 

＊ 心を落ち着かせたい時は 40℃以下のぬるめ

のお湯にゆっくり長くつかる。 

＊ スッキリしたい時は 42℃～43℃の湯にサッ

とつかり力を込めて身体を洗う。 

２．入浴剤の効果 

入浴の効果をより高めるものが入浴剤 

温浴効果→リラックス・脱ストレス・鎮静作用 

清浄効果→温熱作用・代謝促進・筋肉弛緩 

＜入浴剤の分類＞ 

＊ 無機塩類系→主に温泉由来の成分で皮膚の蛋

白質と結合しベールを作り保温効果を高める。 

＊ 生薬系→ゆず・チンピ・センキュウ等 

＊ 炭酸ガス系→血行促進をし、身体を温める。 

＊ スキンケア系→保湿成分を配合し、お肌をし

っとりさせる。 

＊ クール系→炭酸水素ナトリウムのさっぱり感

とメントールペパーミントオイルなどの清涼

成分で、決行を促進しながら涼しく入浴。 

３．安全に入浴するためのひと工夫 

＊ 温度差に注意→冬場は浴室や脱衣場も温めて

おく。かけ湯をしてから浴槽に入る。 

＊ お酒を飲んだら注意！→血圧の変動大。 

＊ 食前後に注意！→消化が悪くなる。（食前食後

30 分は入浴を控えましょう） 

＊ 一番風呂に注意！→塩素により肌にピリピリ

感が発生します。 

＊ お風呂の前後には水分を！→入浴後は大人で

500cc の汗が出ます。血液の粘性が上がり血

液の流れが悪くなります。 

＊ 湯冷めは風の元！ 

★入浴に関する事故は推定で年間 15,000 軒と言

われています。そのうち 14,000 件が「死」に至

っています。ヒートショック→入浴時の血圧の変

動が事故の要因です。 

 

 

タイトル部分の写真はタイの風景です。 
         会報委員会（粕谷 齋藤 小田） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ＲＩ会長：ジョン・ケニー        ＲＩ第 2570 地区ガバナー：加藤 玄静 
■例会日：木曜日 12：30～13：30   ■例会場：丸広百貨店入間店６Ｆ バンケット・ホール  Tel.04-2963-1111 

■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 

■会長：細淵 克則 幹事：山岸 義弘 会報委員長：粕谷 康彦 Email：iruma－rc＠jupiter.plala.or.jp  
第 ３５ 号 ２５９７ 回例会 ２０１０年 ３月 ２５日（木） 当番  水村 雅啓  君

 

3月は識字率向上月間 
会長の時間          細淵克則会長 
本日の卓話者、中澤さんとは青年会議所時代か

らの知り合いです。中澤さんは、今でこそ当たり

前になった情報サービスを今から 30 年以上前に
商品と考え、インターネットの普及に伴いそれら

に付随するソフトウエアの開発・情報管理・セキ

ュリティー・ＰＣサポート等あらゆる業務を行っ

ています。特にセキュリティー関係では日本を代

表する数社の技術者育成を請け負っています。当

社の警備部門立ち上げ時にも大変お世話になり

ました。本日は携帯電話に関する身近なお話をし

て頂きます。 
3/18 は金浦ＲＣ31 周年記念式典・マッチン
グ・グラントによる福祉車輌贈呈式に山岸エレク

トはじめ 4名の会員に出席して頂きました。2年
越しの懸案事項である本事業が遂行出来たこと

は大変素晴らしいことです。地区や国際事務局財

務室の片岡さんと度重なる連絡を取り、この度の

成果を挙げて下さった吉永国際奉仕委員長に心

より感謝申し上げます。 
最後になりますが 5 月中旬に会員旅行が企画

されています。大変素晴らしい内容ですので是非

多くの皆さんの参加をお願い致します。 
幹事報告          山岸義弘幹事 

① 会費未納の方・事業参加費マイナスの方→お

知らせポスティング 

② 4 月のロータリーレート→90 円 

③ 世界寺子屋運動寄付→3/19 振込(\53,261) 

④ ロータリーの森奉仕活動参加依頼の件→

5/15(土)AM10-12 羊山公園内 

⑤ 入間倫理法人会主催講演会→4/15(木) 

回覧、配布物 

① 4/10(土)社会福祉施設慰問出欠表 
② 4/27(火)入間南合同例会出欠表（於：さくら
草ホール/点鐘：18:30） 

③ 入間市環境まちづくり会報 vol.20 
④ （財）米山梅吉記念館 館報 vol.15 
⑤ （財）米山梅吉記念館 賛助会ご入会お願い 
⑥ （財）ロータリー米山記念奨学会 

 

第 2 回中国米山学友会総会・懇親会開催  

のご案内 

⑦ ハイライト米山 121 号 

⑧ 学友会ニュース 2010 年 3 月号 

例会変更 

狭山ＲＣ3/30(火)例会取り止め4/6(火)例会臨

時変更→家族同伴お花見夜間例会 4/20(火)→

4/17.18 地区大会に振替 5/4(火)例会取り止め 

所沢東ＲＣ4/1(木)→4/2(金)夜間例会に変更

4/15(木)→4/3.4 文化メディア「綿菓子販売」

に振替 4/22(木)→4/17.18 地区大会に振替

4/29(木)例会取り止め所沢中央ＲＣ3/29(月)

→4/3(土)観桜会に振替 4/19(月)→4/17.18 地

区大会に振替 5/3(月)例会取り止め 5/17(月)

→5/15(土)職業奉仕事業 富岡製紙工場・行田

古墳見学に振替狭山ＲＣ4/2(金)花見例会

4/16(金)→4/17.18 地区大会に振替 4/30(金)

例会取り止め新所沢ＲＣ3/30(火)会員・家族親

睦会「花見会」4/6(火)通常例会 4/20(火)移動

例会 5/4(火)例会取り止め 

会報回覧  所沢東ＲＣ 所沢中央ＲＣ  

ビジター・ゲスト 

㈱東京ウィンサポート   取締役 中澤理様 

青少年交換派遣プログラム候補生 板木麻耶様 

 2010年 8月頃から

ベルギーに派遣させ

て頂くことに決まり

ました。派遣国が決

まり今まで以上に忙

しくなると思います。

8 月までの残り５ヶ

月、派遣に向けて一

生懸命研修に励みたいと思います。これからも宜

しくお願い致します。 

委員長報告 

社会奉仕委員会       加藤国夫委員長 

 加藤玄静ガバナー年度の社会奉仕活動、健康と

福祉プロジェクトの中に福祉・介護施設への行事

参加が盛り込まれております。当委員会では

4/10(土)介護施設への慰問を行います。友野会員
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の福祉施設「埼友会」に於いて小田会員の奥様「二

三芳姫」会の皆様による新舞踊をご披露致します。

会員の皆様も是非ご見学下さい。 

環境保全委員会       諸井克彦委員長 

 4/11(日)に加治丘陵「どんぐりの会」の皆様と

里山保全活動を行います。参加される方は 8:30

アミーゴに集合して下さい。 

国際奉仕委員会       吉永章子委員長 

 3/18(木)～20(土)RI第3690地区金浦ＲＣの31

周年記念式典とＭ・Ｇによる障害者施設（キンポ

ミラルシェルタードセンターワークショップ）へ

のリフト付き車輌の贈呈式に、山岸幹事・岩崎パ

スト会長・小田会員との 4名で参加しました。金

浦ＲＣは会員数 86 名で若い会員が多く、大変活

気のあるクラブです。今回のＭ・Ｇプロジェクト

は両クラブ初めての経験でしたが、この時を迎え

る事が出来安堵致しました。また RI に対し 12 ヶ

月毎にこのプロジェクトの推移を報告すること

が義務付けられています。 

 Ｍ・Ｇ（マッチング・グラント）とは？？ 

 国際的な人道的プロジェクトを支援するもの

です。２ヶ国のロータリー財団のＭ・Ｇ（マッチ

ング・グラント）という補助金を受けることが出

来ます。Ｍ・Ｇというと解りにくいかもしれませ

んが最初は特別補助金、継次いで同額補助金と呼

ばれていたものです。クラブや地区も資金を拠出

しなければならない自助努力が必要という意味

を出す為にＭ・Ｇ（同額補助金）という名称にな

りました。その寄付に見合った補助金を財団が半

額授与します。ＤＤＦ（地区財団活動資金）は同

額授与します。 

 今回の金浦ＲＣとのＭ・Ｇは 2008 年アメリカ

のリーマンショックの影響で、財団からの補助金

が 7割カットされた為、上記のＭ・Ｇの説明と異

なり財団からの補助金なしで両クラブ・両地区の

現金とＤＤＦの組み合わせで遂行されました。

2570 地区会員皆様の浄財と当クラブのクラブ寄

付を使わせて頂きました。これからも両クラブの

より良い友好関係を保って行きたいと思います。 

金浦ＲＣ報告     山岸義弘会長エレクト 

 金浦ＲＣ31 周年プログラムをお回ししますの

でご覧下さい。記念式典と併せて今回のマッチン

グ・グラントの件、細淵会長の挨拶文も掲載され

ています。今回のマッチング・グラントでは吉永

委員長には大変なご苦労をおかけしましたが、や

り遂げてよかったなと感じています。金浦ＲＣの

皆さんも大変喜んで下さり日韓友好に役だった

のではないかと思います。金浦市人口は 25 万人

で市内に 7ＲＣがあり当日も 2名の新入会員が入

会し、とても刺激を受けました。 

金浦ＲＣ報告         小田芳男会員 

 3/22(月)障害者施設を見学して参りました。金

浦市内から車で 30 分程、非常に閑静な場所にあ

る身体に障害のある方々の為の職業訓練施設で

す。後程写真をお回ししますのでご覧下さい。 

ニコニコＢＯＸ      西山祐三ＳＡＡ 

細淵克則君～中澤さん、卓話宜しく。茨城県つ

くば市に営業所を開設しました。後藤賢治君、吉

永章子君、上野弘勝君～早退します。 
本日¥9,000   累計¥909,046 

出席委員会         繁田光委員長 
 3/24(水)総勢 8名にて、飯能ＲＣにメーキャッ
プに行って参りました。 
会員数 出席数 出席率 前回修正率

44 名 28 名 66.7％ 88.6％ 

＊事前欠席連絡 10 名 

―講師卓話― 

㈱東京ウィンサポート   取締役 中澤理様 

「あっ、ケータイ落としたかも！」 

～仕事で使っている携帯電話を 

無くしたらどうする？～ 

 皆さんは当

然携帯電話を

お持ちのこと

と思います。2

月末の契約数

は 111,515,200

台実質１人1台

以上持ってい

ることになり

ます。本日は携

帯に関するお話をさせて頂きます。 

＜紛失する＞ 

遺失届の 1位証明書類/2 位財布類/3 位携帯電話 

＊携帯電話の遺失届＝189,189（内 拾得届け＝

113,079） 

＊運がよいと…見つかる/教えてくれる/警察に

届く/車に踏まれる（他人に見られない） 

＊運が悪いと…使われる（料金の請求）/イタズ

ラされる/売られる（結局イタズラされる） 

 イタズラ→電話帳の情報が売られる→買った

人はインターネット等に情報を公開（書き込

む）→信用問題になる 

＜普段からの心構え＞ 

＊落とした従業員がすぐに報告する環境と教育

（自分で探している間に悪用される） 

＊従業員の携帯電話は個人と仕事用を分ける（分

ければ色々な対処が出来る） 

＊すぐに見られない端末ロック（ロック利用の利

便性を考慮）指紋・顔・声紋認証機能等 

＜万が一の時は＞ 

＊すぐに遠隔ロック（ドコモは無料） 

＊遠隔初期化（外からの指示で初期化） 

＊情報開示と個別説明（インターネット等で顧客

に知らせる） 

◆ある日突然お客様から「お前のところの社員、

ケータイ落とさなかったか？」と言われないよ

うに・・・。 

タイトル部分の写真はタイの風景です。 
          会報委員会（粕谷 齋藤 小田） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ＲＩ会長：ジョン・ケニー        ＲＩ第 2570 地区ガバナー：加藤 玄静 
■例会日：木曜日 12：30～13：30   ■例会場：丸広百貨店入間店６Ｆ バンケット・ホール  Tel.04-2963-1111 

■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 

■会長：細淵 克則 幹事：山岸 義弘 会報委員長：粕谷 康彦 Email：iruma－rc＠jupiter.plala.or.jp  
第 ３６ 号 ２５９８ 回例会 ２０１０年 ４月 １日（木） 当番 平岡 勲一郎 君

 

4月はロータリー雑誌月間 
会長の時間          細淵克則会長 
 3/25 日高市総合福祉センター「高麗の里」にて、

第 3グループの会長幹事会が開催されました。議

題は「ＩＭの反省・地区大会参加」について、岡

本会長・田中幹事には各クラブより労いの言葉が

贈られました。今回の地区大会は登録料を徴収し

ませんので、１人でも多くの会員に参加をお願い

したいとのことでした。私もこの方針には大賛成

です。幸い入間ＲＣは 26 名が参加をする予定、

会議の中で最も参加人数の多いクラブでした。入

間ＲＣは会長幹事会において常に最初に意見を

求められ、発言回数も私が一番多いと思います。

これは地区や第 3グループの中で、会員の皆さん

が活躍され積極的に事業に参加して下さるから

です。だから私は常に胸を張って発言出来るので

す。今回の地区大会の参加人数も堂々と発言する

ことが出来ました。改めて会員の皆さんのご協力

に感謝申し上げます。 

 本日の講師は風間深志さんです。経歴によりま

すと風間さんは1972年にモーターマガジン社「月

刊オートバイ」に入社されたとのことです。私は

16 歳で全日本選手権ロードレースに参戦、70 年

代前半から中盤にかけ「富士スピードウェイ・鈴

鹿サーキット・筑波サーキット」で優勝・入賞し

「月刊オートバイ」に写真が掲載されました。ヤ

マハの契約ライダーになり、プロとして日本中の

サーキットでレースをするのが夢でした。今では

懐かしい思い出です。 

幹事報告          山岸義弘幹事 

第 10 回理事会報告 

＜協議事項＞ 

① 6 月のプログラム→承認 

  6/24 最終例会（夜間） 

② コピー機・プリンター買い換え、プロジェク

ター購入の件 

③ 5/16(日)-17(月)親睦旅行の件 

＜報告事項＞ 

① 4/ 6(火)春の全国交通安全運動出陣式 

② 4/ 7(水)入間基地観桜会 

 

③ 4/11(日)米山カウンセラー・奨学生オリエン

テーション 

④ 4/25(日)地区協議会 

⑤ 5/15(土)ロータリーの森奉仕活動 

回覧、配布物 

① （財）ロータリー米山記念奨学会 
  中国米山学友会総会の件 

② ロータリー・チリ復興基金の件 

③ ガバナー月信 4月号訂正のお知らせ(P5) 

④ 「ロータリーの森」の奉仕活動参加のお願い 

⑤ 入間市倫理経営講演会開催のお知らせ 

⑥ 交通遺児ご支援のお願いについて 

⑦ ロータリーの友 4月号 

⑧ 4/10(土)社会福祉施設慰問出欠表 

⑨ 4/11(日)加治丘陵保全活動ボランティア 

出欠表 

⑩ 4/27(火)入間南合同例会出欠表（於：さくら

草ホール/点鐘：18:30） 

白寿のお祝い        杉山定太郎会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今日は白寿のお祝いを頂きありがたいと感謝

の気持ちと幸せを感じる次第です。せっかく長生

きしたのだから出来るだけ頑張ろうと思います。

食事は栄養のバランスを考えて摂ることに注意

しています。機械の設計に興味を持ち、毎日数字

と格闘しているのでボケる暇がありません。 

 歌は民謡を北海道から沖縄まで 50 曲、流行歌

30 曲を暗記しています。時々歌っては生活を楽

しんでいます。 

入間ロータリークラブ週報        Club Bulletin 



今月のお祝い 

会員誕生 杉山定太郎君  

夫人誕生 
中澤 好子様  平岡 恵子様 
松井 仁美様  新井  馨様 
宮崎 洋子様 

結婚記念 
齋藤 金作君  石川 山治君 
中澤 孝芳君  友野 政彦君 
粕谷 康彦君  晝間 和弘君 

ビジター・ゲスト 

地球元気村村長    冒険家  風間深志様 

米山奨学生    コチャワン・パッタマー様 

委員長報告 

親睦活動委員会       滝沢文夫委員長 

 親睦旅行の企画を提出しました。5/16-17、行

き先は箱根方面と両国国技館での相撲観戦です。 

雑誌委員会         摂田順一委員長 

 4 月は雑誌月間です。横のページ P5～13 また

P39 に、雑誌に関する興味ある記事が沢山載って

おります。縦のページ P2 には、「江戸時代を支え

た日本人の心」と題し徳川宗家 18 代当主 徳川恒

孝さんの記事が掲載されています。春の夜のひと

とき、是非『友』のページを開いて下さい。 

国際奉仕委員会       吉永章子委員長 

2010年3/18(木)第3690地区金浦ＲＣと入間Ｒ

Ｃのマッチング・グラントによる障害者施設（キ

ンポミラルシェルタードセンターワークショッ

プ）へのリフト付き車輌の贈呈式に参加しました。 

マッチング・グラントとは何か？ 

 マッチング・グラントは、国際的な人道的プロ

ジェクトを支援するものです。2 国のロータリ

ー・クラブ又は地区が協力してプロジェクトの実

施に取り組みます。 

ニコニコＢＯＸ      西山祐三ＳＡＡ 

杉山定太郎君～白寿のお祝いを頂きました。岩

崎茂君～理事会を欠席しました。滝沢文夫君～入

間市広報誌「いるま」に曾祖父が紹介されました。 
本日¥50,000    累計 959,046 

出席委員会         繁田光委員長 
会員数 出席数 出席率 前回修正率

44 名 37 名 86.0％ 85.7％ 

＊事前欠席連絡 3名 

 

―講師卓話― 

＜講師プロフィール＞ 

◆1950 年 9 月 26 日生まれ 山梨県出身 

◆1972 年～1980 年 ㈱モーターマガジン社「月

刊オートバイ」に勤務 

◆1982 年 アフリカ・キリマンジャロ峰にバイ

クで挑戦 

◆1983 年 メキシコ「ＢＡＪＡ1000 マイルレー

ス」に日本人初出場 

◆1984 年 ネパール側からエベレストにバイク

で挑戦 プモリ南稜でバイクによる世界記録

樹立 

◆1988 年 現ＮＰＯ法人「地球元気村」を主宰 

◆1992 年 バイクによる史上初の南極点到達に

成功 これにより日本人として初の南極点征

服者となる 

◆2004 年 第 26 回パリ・ダカールラリーに 22

年振りに 2輪にて参戦したが事故により負傷 

☆冒険のかたわら全国各地での講演やＴＶ/ラジ

オ出演多数 

地球元気村村長    冒険家  風間深志様 

 僕は自然

が大好きで、

冒険を通じ

て自然に接

しながら自

然に調和し

て行くこと

を学び、旅を

しています。

日本にはあまり冒険家という人間が存在しませ

ん。日本では「遊び」というものが市民権を得る

ことは、なかなか難しいのです。 

 昨年僕は「運動器の 10 年」世界キャンペーン

大使として、障害者の方 3人と共に、自転車でオ

ーストラリア大陸の西の町パースから東のシド

ニーまで 5150km を走破しました。「運動器」とい

う言葉は耳慣れない言葉ですが、以前パリ・ダカ

ールレースの事故の時に入院していたフランス

の病院で骨格や関節、それに結合する骨格筋、靱

帯や腱だと知りました。その医師は現状を踏まえ、

問題意識を持ち、正直に意見を言える方でしたが、

今なかなかそのような医師はおりません。 

 オーストラリアを縦断中メンタルヘルスに関

するカウンセリング等を増進する為の募金活動

を目的とするロータリー活動に出会いました。ま

たメルボルンに広い道路を塞ぐように作られて

いるドクターヘリの離発着所があり、それを作っ

たのはロータリークラブです。幅広い経験を積ん

だ先輩方が、あらゆるジャンルを超えて積極的に

取り組んでいく姿勢に大いに期待したいと思い

ます。 

 

タイトル部分の写真は入間ＲＣ2009-10年度活動

風景です。    会報委員会（粕谷 齋藤 小田） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ＲＩ会長：ジョン・ケニー        ＲＩ第 2570 地区ガバナー：加藤 玄静 
■例会日：木曜日 12：30～13：30   ■例会場：丸広百貨店入間店６Ｆ バンケット・ホール  Tel.04-2963-1111 

■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 

■会長：細淵 克則 幹事：山岸 義弘 会報委員長：粕谷 康彦 Email：iruma－rc＠jupiter.plala.or.jp  
第 ３７ 号 ２５９９ 回例会 ２０１０年 ４月 ８日（木） 当番 宮寺 成人  君

 

4月は識字率向上月間 
会長の時間          細淵克則会長 
 本日皆さんに 50周年記念誌を配布致しました。
表紙は元東京中央ＲＣ会員の猪瀬善文氏の撮影

した茶畑の風景です。50 周年記念式典の写真を
見ると、改めて 11/26の感動が甦ります。加藤ガ

バナーはじめ、親クラブの川島会長や来賓の皆様

の温かいご挨拶が思い起こされます。この記念誌

は 50周年にとどまることなく「50年史」の観点
から、入間ＲＣ50年の歩みが掲載されています。
歴代会長の写真・年表・記念事業の足跡…と、そ

の時代を築き上げて来た会長はじめ会員の歴史

がこの一冊に凝縮されており、入間ＲＣの良い歴

史書となることでしょう。編集に当たりご尽力頂

いた水村・荒井・岩崎・松井・友野、記念誌作成

部門委員会の皆さんには心よりお礼を申し上げ

ます。また大野実行委員長・山畑副実行委員長に

も感謝致します。当初 50 周年時の会長は荷の重
い仕事だと思っていましたが、今振り返るとこの

時期に会長を仰せつかったことは、大変幸せな事

だと思えるようになりました。 
 本日の例会は第 5回クラブ協議会です。最初に
四大奉仕委員長の発表、残された事業の進捗状況

等の報告をお願い致します。続いてクラブ内では

なかなか分からない、地区で活躍されている委員

の皆さんの一年間の報告をお願い致します。 
幹事報告          山岸義弘幹事 

① ロータリー財団の使途指定寄付 1人当たり 

$25→事業参加費より  パーマネントファ

ンド 1人$10→飢餓ランチ差額より  

② 4/18 地区大会→8:30 丸大車庫集合 

  車は明治(細淵会長の会社)の敷地に駐車 

回覧、配布物 

① 入間市倫理経営講演会開催のお知らせ 
② 「ロータリーの森」の奉仕活動参加のお願い 
③ 4/11(日)加治丘陵保全活動ボランティア 
出欠表 

④ 4/27(火)入間南合同例会出欠表（於：さくら
草ホール/点鐘：18:30） 

⑤ 5/16-17 親睦旅行出欠表 

 

⑥ 入間市ゴルフ協会 平成 22 年度定期総会 
及び第 20 回ゴルフ大会の開催について 

⑦ 入間基地司令退官及び着任の挨拶状 
⑧ ガバナー月信 4月号 
例会変更 

新所沢ＲＣ5/18(火)移動例会（所沢スターレーン）

5/25(火)→5/24(月)所沢中央ＲＣとの合同例会 

会報回覧  所沢ＲＣ  狭山ＲＣ  

委員長報告 

50 周年記念誌部門委員会   水村雅啓委員長 

 50 周年記念誌が発刊しました。表紙は入間市

在住、元東京中央ＲＣの猪瀬善文氏撮影の茶畑で

す。記念事業として米山記念館から譲り受け、挿

し木をした月桂樹の写真、記念式典の様子、また

「歴史を創った歴代会長」と題しまして会長の写

真が掲載されています。次に「年表で見る 50 年

の歩み」「写真で見る記念事業の足跡」と続き石

川嘉彦パストガバナーの「ガバナーの思い出」、

齋藤金作会員の「わがクラブ黎明の期」が掲載さ

れています。是非お読み下さい。 

親睦活動委員会       滝沢文夫委員長 

 親睦旅行の出欠表を回覧していますが、皆様是

非ご出席下さい。 6/10(木)入間市ゴルフ協会第

20 回ゴルフ大会が開催されます。尚、当日は例

会日ですので大会に参加される方はメーキャッ

プを忘れずにお願いします。 

プログラム委員会       齋藤金作会員 

 通常例会が、休会・例会場及び時刻の変更・例

会振替処置等の事由によって所定の例会場で開

かれない場合の対外処理についての提言→例会

場前に「お知らせ」の掲示を検討したらどうか。 

健康管理委員会        山根宏夫会員 

 巨人軍の木村拓也コーチがノック中に倒れ 37

歳という若さでお亡くなりになりました。クモ膜

下出血とのことで、この原因は遺伝的とも言われ

ている脳動脈の先天的な脆弱による脳動脈瘤（血

管に出来たコブ）の破裂によるもので、急性に発

症し比較的若い40代50代の人の発症が多いもの

です。日頃から脳ドック等で自分の状態を確かめ

ておきましょう。 

入間ロータリークラブ週報        Club Bulletin



社会奉仕委員会       加藤国夫委員長 

 4/10(土)14 時～社会福祉法人「埼友会」を慰

問致します。是非ご参加下さい。 

環境保全委員会       諸井克彦委員長 

 4/11(日)加治丘陵どんぐりの会の方々と里山

保全活動を行います。8:30アミーゴ駐車場集合、

現地に向かいます。作業し易い服装で、ハサミ・

カマ・飲料等準備して下さい。 

ニコニコＢＯＸ      西山祐三ＳＡＡ 

友野政彦君～とても立派な記念誌が出来まし

た。水村委員長はじめ委員の皆様ありがとうござ

いました。山岸義弘君～小田さん、金浦の写真あ

りがとう。関根靖郎君、岩崎茂君～早退します。 
本日¥4,000   累計 963,046 

出席委員会         繁田光委員長 
会員数 出席数 出席率 前回修正率

44 名 33 名 76.7％ 73.8％ 

＊事前欠席連絡 7名 

―第 5回クラブ協議会― 

＜四大奉仕委員長報告＞ 

クラブ奉仕委員会      宮寺成人委員長 

 当委員会の中で特に重要な会員 2 名増員につ

いてはほぼ達成の状況です。吉沢会員増強委員長

の頑張りのお陰ですが、増員のうち 1名は女性と

いうことですのでもう一踏ん張りするそうです。

是非ご紹介をお願いします。 

職業奉仕委員会       友野政彦委員長 

 親睦と奉仕の団体は沢山ありますが職業奉仕

に因むものはロータリークラブだけです。全てが

職業人であり、そしてその職業の道徳的水準を高

めることを目的としているということですが非

常に難しく理解しづらいのが現状です。 

 目標は①「四つのテスト」を唱和する②地区よ

り出張講義をしてもらう→平岡達也職業倫理委

員長に依頼③有名企業の社訓の紹介→地区で社

訓・家訓を募集、冊子作成 

 健康管理委員会では健康卓話(腹腔鏡手術と

は)、インフルエンザ予防接種を行いました。 

社会奉仕委員会       加藤国夫委員長 

 今年度は 50 周年もあり予算的に厳しく、なか

なか思ったような事業が出来ませんでした。環境

保全は諸井委員長を中心に加治丘陵の保全活動

を進めて参りました。残念ながら地域発展におい

てはまだ手が付けられない状態ですが、石川パス

トガバナーがメンバーにおりますので、勇気付け

られながら教えを拝借して参りました。看板等の

メンテナンスは地主さんとの兼ね合いもあり難

しいですが、残りの１ヶ月半頑張ります。 

国際奉仕委員会       吉永章子委員長 

 国際奉仕の目的はロータリアンの間に、又、一

般の人々の間に理解と善意を育む事がロータリ

ーの国際奉仕の明確な任務です。関連委員会と連

絡を密にして活動して参りました。又、前年度よ

り引継ぎの 3690 地区、金浦ＲＣとのＭ・Ｇの窓

口となりました。 

新世代部門委員会・・①インターアクト年次大会

に出席②野口健吉(東松山ＲＣ)新世代部門委員

長の卓話③青少年交換プログラムで派遣学生、板

木麻耶さん(豊岡高校)が 2010 年 8 月、派遣先の

ベルギー(1630 地区)に出発予定。カウンセラー

は宮寺会員 世界社会奉仕委員会・・①世界寺子

屋運動、地雷で被害を受けた子ども達への支援金

\97,261-送金②ネパール奨学里親制度(里親 31

名 里子45名)③アイバンク(申込み18名 登録

者 7 名)④持木正(本庄ＲＣ)国際奉仕部門委員長

の卓話 ロータリー財団・・①小池貞作(寄居Ｒ

Ｃ)ロータリー財団部門委員長卓話②寄付…★年

次(特別寄付)・会員協力・50 周年 合計$5,505 

★恒久(パーマネントファンド)合計$430 ★使

途指定 Ｍ・Ｇ$3,000 チャレンジ$1,075 合計

$4,075 この時点で総合計$10,010(１人当たり

$227.50)で目標達成 米山奨学会委員会・・米山

奨学生コチャワン・パッタマーは継続。カウンセ

ラーは忽滑谷明会員 寄付・・普通寄付\174,000 

特別寄付\745,000 50 周年\100,000 総合計

\1,019,000(１人当たり\23,159)で目標達成 

各委員会の活動方針・計画に沿った現況報告です。 

＜地区役員報告＞ 

職業倫理委員会       平岡達也委員長 

 地区の職業奉仕部門は職業奉仕委員会と職業

倫理委員会の 2 つの委員会で構成されています。

職業奉仕はロータリーに無くてはならない、ロー

タリーの金看板と言われながらＲＩや地区の考

え方が揺れ動き、ＣＬＰ(ｸﾗﾌﾞﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟﾌﾟﾗﾝ)採

用のクラブには委員会が無い所もあります。 

 今年度ジョン・ケニーＲＩ会長並びに加藤ガバ

ナーは「ロータリー独自の職業奉仕への取組を強

化する」ことを提唱されました。そこで 2回のセ

ミナーを開催し各クラブへの普及を図りました。 

 職業奉仕、職業倫理は分かりにくいので、その

根源とも言える「四つのテスト」と「社訓・家訓」

に的を絞り「社訓・家訓」の収集を会員にお願い

した所、予想以上に多くの提供がありました。本

来これをまとめて冊子にして、全会員に配布しな

ければ普及にならないのですが、残念ながら地区

には充分な予算がなく、私自身が正月休みを返上

してパソコンで資料をまとめ、地区の印刷機で印

刷し、セミナーの参加者と提供者に配布しました。 

 職業奉仕は分かりにくいかもしれませんが、是

非興味を持ち、理解に努めて頂きたいと思います。 

財務委員会          繁田昌利会員 

 地区の財務は皆さんの負担金×会員数で成り

立っていますが、この 10 年程負担金の変動がな

く非常に厳しい状況です。管理費等で 70%取られ

ますので、活動費は 30%未満、その中で重要なは

ずの職業奉仕には 1%未満です。財団や米山を卒

業した方にアプローチをし、入会して頂いたら…

と思います。 

タイトル部分の写真は入間ＲＣ2009-10年度活動

風景です。    会報委員会（粕谷 齋藤 小田） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ＲＩ会長：ジョン・ケニー        ＲＩ第 2570 地区ガバナー：加藤 玄静 
■例会日：木曜日 12：30～13：30   ■例会場：丸広百貨店入間店６Ｆ バンケット・ホール  Tel.04-2963-1111 

■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 

■会長：細淵 克則 幹事：山岸 義弘 会報委員長：粕谷 康彦 Email：iruma－rc＠jupiter.plala.or.jp  
第 ３８ 号 ２６００ 回例会 ２０１０年 ４月 １８日（木） 当番 上野 弘勝  君

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 年 4 月 17 日（土）   埼玉グランドホテル本庄 

2010 年 4 月 18 日（日）   本庄市民会館 

大会プログラム 
（第 1日）               （第 2日） 
＊各種委員会                 ＊本会議 

＊ＲＩ会長代理夫妻を囲む昼食会         地区内クラブ紹介 

＊本会議                    ＲＩ会長メッセージ 

＊本会議地区指導者育成セミナー         記念講演：立正大学 前学長 高村弘毅 

＊ＲＩ会長代理歓迎晩餐会            特別記念公演：舞と雅楽 
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ガバナー特別表彰 

貴クラブは創立以来永年にわたりロ 

ータリー精神の向上と、奉仕活動につ 

とめられ今年度創立 50周年を迎えら 

れました。よってここに地区大会を開 

催するに当たり深甚なる敬意をもって 

表彰いたします。             

            ガバナー  加藤玄静 

貴クラブは 2009-2010年度の活動にお

いてロータリー精神の向上と奉仕活動 

に多大なる功績をあげられました。 

よってここに地区大会を開催するに当

たり深甚なる敬意をもって表彰いたし

ます。             

            ガバナー  加藤玄静 

上野孝ＲＩ会長代理挨拶 
 

加藤玄静ガバナー挨拶                                    

  

 

長寿寿齢会員表彰 

杉山定太郎会員 

記念講演 高村弘毅様 

 

 

 

  

特別記念公演 舞と雅楽  

浄土宗大本山増上寺 雅楽会            

                                 

                            
                                               



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ＲＩ会長：ジョン・ケニー        ＲＩ第 2570 地区ガバナー：加藤 玄静 
■例会日：木曜日 12：30～13：30   ■例会場：丸広百貨店入間店６Ｆ バンケット・ホール  Tel.04-2963-1111 

■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 

■会長：細淵 克則 幹事：山岸 義弘 会報委員長：粕谷 康彦 Email：iruma－rc＠jupiter.plala.or.jp  
第 ３９ 号 ２６０１ 回例会 ２０１０年 ４月 ２７日（木） 当番 滝沢 文夫 君

 

入間ロータリークラブ週報        Club Bulletin 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ＲＩ会長：ジョン・ケニー        ＲＩ第 2570 地区ガバナー：加藤 玄静 
■例会日：木曜日 12：30～13：30   ■例会場：丸広百貨店入間店６Ｆ バンケット・ホール  Tel.04-2963-1111 

■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 

■会長：細淵 克則 幹事：山岸 義弘 会報委員長：粕谷 康彦 Email：iruma－rc＠jupiter.plala.or.jp  
第 ４０ 号 ２６０３ 回例会 ２０１０年 ５月 ６日（木） 当番 宮崎 正文 君

 

6月プログラム 

会長の時間          細淵克則会長 
 先月の地区大会には多くの会員の皆様にご参

加頂き、ありがとうございました。第一日目の本

会議上でガバナー特別表彰を戴きました。表彰の

内容については会報をご覧下さい。 
 本日はイニシエーションスピーチです。新しい

会員が皆さんの前でスピーチをする為には事前

に原稿を準備し、それを読み上げる等の練習をす

るのではないかと思います。地区役員・委員の皆

さんも一年間の活動報告する為にはそれなりの

準備をして臨みます。では、話を聞く側は如何で

しょうか？最近の例会では少し私語が多いよう

な気がします。ＳＡＡが壇上で注意の札を出すの

は、とても勇気の要ることだと思います。昨年、

クラブ奉仕セミナーのアンケートの中に、携帯電

話の規則についての項目がありました。54 クラ
ブ中 34 クラブで何らかの規制をしているそうで
す。当クラブでは規制をしておりません。それは

規制をしなくてもマナーを守るのは当然のこと

と、各々が自覚しているからだと思っています。

歴史と伝統を誇る入間クラブですから、皆様のご

一考をお願い致します。 
幹事報告          山岸義弘幹事 

第 11 回理事会報告 

＜協議事項＞ 

① 入間市ゴルフ協会年会費 10,000 円納入に 

ついて→承認 

② 5/19 入間市商工会第 50 回通常総代会開催 

  会費 5,000 円及び出欠の件→辞退 

③ コピー・印刷機買い換えについて→継続検討 

④ 5/16-17 親睦旅行について→参加者が会員数

の 1/3 に満たなければ中止 

 

⑤ 入会候補者 間野尚様→入会承認 

＜報告事項＞ 

① 5/10(月)入間市観光協会総会 5/15(土)次

年度会長・幹事会 5/17(月)入間市民憲章推

進議会総会 5/18(火)狭山・入間市暴力排除

推進協議会総会 5/18(火)入間市ゴルフ協

会定期総会 5/22(土)青少年交換ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 

  5/22(土)入間市環境まちづくり会議 

5/26(水)四クラブ合同懇親会 5/26(水)入

間市社会福祉協議会評議委員会 

回覧、配布物 

① ネパール奨学里親申込み確認書 
② 学友会ニュース 2010 年 4 月号 
③ 入間市ゴルフ協会 定期総会・第 20 回大会 
開催のお知らせ 

④ 武蔵野音楽大学コンサートカレンダー 

⑤ 特別展「ジョンとヨーコ 新たなる出発 

“Starting Over”」展 ちらし・ポスター頒

布のお願い(ｼﾞｮﾝ・ﾚﾉﾝ ﾐｭｰｼﾞｱﾑ) 

例会変更 

飯能ＲＣ5/26(水)夜間例会(名栗温泉・大松閣) 

狭山ＲＣ5/21(金)→5/23-25 親睦旅行へ変更   

所沢東ＲＣ5/6(木)例会取り止め6/10(木)夜間移

動例会 6/24(木)最終夜間例会 

会報回覧 

所沢中央ＲＣ 所沢ＲＣ 所沢東ＲＣ 新狭山

ＲＣ 狭山中央ＲＣ 入間南ＲＣ 飯能ＲＣ  

今月のお祝い 

会員誕生 諸井 克彦君  

夫人誕生
細淵 理恵様  忽滑谷理恵子様 
晝間 典子様 

結婚記念

平岡 達也君  大野 賢次君 
細淵 克則君  小田 芳男君 
加藤 国夫君  西山 祐三君 

 

ビジター・ゲスト 

米山奨学生   コチャワン・パッタマー様 

 

 

 当番 内 容 

 3 日 山根 
第 6回クラブ協議会 

各小委員長事業報告 

10 日 吉永 4 大奉仕委員長事業報告 

17 日 吉沢 会長・幹事・ＳＡＡ挨拶 

24 日  最終例会 
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委員長報告 

雑誌委員会         摂田順一委員長 

 5月はロータリー関係の特別な月間はありませ

んが、その代わりに特集として「災害救援」に関

する記事が載っております。ロータリアンとして、

日本も含め世界各地で起こる自然災害にどのよ

うに救援活動が出来るのか、又その後の支援・ア

フターケアをどのように行うのか…というよう

なことが掲載されております。是非お読み頂きた

いと思います。縦のページに「人づくりはモノづ

くり」中小企業の意気込みが出ております。人工

衛星を作ったお話です。又「手に手 くらぶ探訪」

に日本最北端、稚内ＲＣが掲載されています。 

環境保全委員会       諸井克彦委員長 

 4/11 の加治丘陵保全活動、ご苦労様でした。

下草刈りをして頂き全体が明るくなりました。 

 5/15 はロータリーの森保全活動です。作業出

来る服装で、皆様是非ご参加お願い致します。 

世界社会奉仕委員会 吉永章子国際奉仕委員長 

 ＷＣＳのネパール奨学里親制度の回覧を回し

てありますので里子の増減、里親の加入等ありま

したらご記入下さい。 

地区出向者報告 

諮問委員・地区研修リーダー・危機管理委員会 

石川嘉彦会員 

 私は昔から地区に出て行っても出向している

という意識が無く、入間クラブの延長線上に地区

があると、そんな気持ちがしています。 

 今年１年研修リーダーとして地区の仕事をさ

せて頂いたのですが、皆さんにお伝えしたいこと

が沢山あります。この 10 年間で国際ロータリー

は激変しています。その激変している国際ロータ

リーにどのようにして我々入間クラブが関わる

か、また我々一人一人のロータリアンが何を考え

何を選択して行くべきか、それは重大な問題です。 

 4 月には地区大会・地区協議会と、地区の皆さ

んとお会いする機会が多かったですね。皆さんは

この二つの機会をどのように捉えられていたで

しょう。特に地区協議会は往復共バスに乗せて頂

きましたので、参加した方々と大変中味のある会

話が出来ました。これがＲＬＩ（ロータリーリー

ダーシップ研究会）の基本だと思います。そして

地区大会ですが、13 日の例会には加藤ガバナー

がお見えになりますので、どうぞ皆さん「とても

良い地区大会でした」とお声を掛けて下さい。第

1日目は指導者研修セミナーということで、参加

者は会長・幹事・地区役員だけでした。関場慶博

パストガバナーと酒井大岳住職の基調講演で、ど

ちらも素晴らしいお話でした。第 2日目では残念

だったことがあります。１つは私たちが苦労して

行ったマッチング・グラントの件について一言も

触れて頂けなかったことです。もう１つ、当日

18 日にスペースシャトルに乗っていた山崎直子

さんのことに触れなかったのも勿体ないと思い

ました。何故なら山崎さんは松戸ＲＣ推薦のロー

タリー財団奨学生で、米国メリーランド大学を優

秀な成績で卒業、スペースシャトルに搭乗する宇

宙飛行士候補者に選ばれ方だからです。 

 さて 4/25～シカゴにて規定審議会が開催され

ました。ここで決議されたことは 2011 年～2014

年までの手続き要覧に摘要されます。大きく変わ

ったこととして今までの四大奉仕に加え新世代

奉仕が同じ枠組みで位置づけられました。また過

去 6 年間テストケースとしてインターネット上

のクラブが出来ておりましたが、このＥクラブは

30 分オンラインでいるとメーキャップをしたこ

とになるのです。しかし面白くも何ともありませ

ん。何故Ｅクラブが出来るのか…身体的に障害の

ある方・遠隔地にいる方が出られる、しかも増強

になると言うのです。ロータリーというのはお互

いの顔と顔を合わせ、話をする場でなければなら

ないと思います。しかしＥクラブは圧倒的多数で

承認されました。その他いくつか決められたこと

がありますが、そのうち会長から報告があると思

います。 

会員増強委員         水村雅啓会員 

 年初の当地区の会員数は 1856 名、前年比 83 名

減で減少に歯止めがかかっておりません。地区で

は担当者セミナーを開催し、拡大と退会防止策を

模索する活動を行っています。地区全体の会員増

強は各クラブの取り組みの結果なので、各クラブ

が地域に合った増強活動を行って頂きたいと思

います。 

職業奉仕委員          岩崎茂会員 

 私が前年に一度参加した地区の職業奉仕委員

会は、体験発表・企業の社訓・歴史ある会社の永

続の秘訣等、登壇者が一方的に発表するというス

タイルでしたが、今年度は大きく変わりました。

第１回の浅田委員長の言葉①参加者が勉強した

と実感するような効果のあるセミナーにしたい。

②参加者がより多く発言出来るスタイルのセミ

ナーを作り上げたい。③忘れられた職業奉仕→な

くてはならない職業奉仕になって欲しい。 

 第１回のセミナーでは 86 名の参加者が 9 つの

テーブルに分かれ、リーダーの進行の下に活発な

発言…正に浅田委員長の目指すスタイルでした。

第２回目は 3 名の体験発表を聞いた後グループ

に分かれ、その体験発表を各人がどのように受け

止めたか感想を話し合うスタイルで、熱の入った

発言に終始しました。 

今年度の成果→地区より「社訓・家訓集」が発刊

されたこと。130 余社から集められ中味の濃いも

のが出来上がった。今後自社にて「社訓・理念」

を作られたい方は大変参考になる。 

まとめとして→ロータリーに入ったことにより

「職業倫理を高めることが出来た」と思う人が１

人でも多くなること。これがロータリーの価値で

あり、存在する意義と理解した。正にロータリー

は「職業奉仕が根源！」と認識を新たにした。 

 



米山奨学推進委員       吉永章子会員 

 米山奨学推進委員として出させて頂いていま

す。日本のロータリーが力を入れている 3つの国

際奨学事業があり、その一つが米山奨学金です。

1952 年米山梅吉翁の偉業を称えて東京ＲＣが米

山基金を設立してから半世紀以上に亘っていま

す。特徴は日本ロータリーの多地区合同奉仕活動

であり①民間最大の奨学財団②世話クラブ・カウ

ンセラー制度があります。目的は日本で学ぶ優秀

な留学生に手を差し伸べて、将来日本と世界を結

ぶ架け橋となり国際社会で活動しロータリー運

動の良き理解者となる人材を育成する事にあり

ます。一年間余り出向させて頂き奨学生達のお世

話係りと年間スケジュールに沿った裏方の仕事

をしています。4 月から一年間で 14 回位出る事

があり、又、10 月の卓話月間では学生の引率で 4

クラブを訪問して来ました。若い息吹の中で楽し

く責任のある仕事をさせて頂いています。 

ニコニコＢＯＸ      西山祐三ＳＡＡ 

石川山治君～地区大会にて表彰を受けました。

岩崎茂君～小田さん金浦の写真ありがとう。関根

靖郎君～早退します。大塚拓君～今後とも宜しく

お願いします。 
4/27 ¥10,000 5/6 ¥38,000 累計¥1,011,046 

 
出席委員会         繁田光委員長 
会員数 出席数 出席率 前回修正率

44 名 33 名 78.6％ 100％ 

＊事前欠席連絡 1名 

 

イニシエーションスピーチ    大塚拓会員 

 入会以来、

入間クラブ

の諸先輩方

には大変お

世話になっ

ており、この

場をお借り

して御礼申

し上げます。 

 私は昭和

48 年東京生まれです。実家は明治 5 年創業、靴

の製造業を営んでおり幼少期から靴の作り方や

商売の在り方を教えられて来ました。しかし思春

期を迎えた頃から商売より音楽の方が面白いん

じゃないかとクラリネットを始め、当時は本気で

音楽の道に進もうと思っていました。小中学時代

は成績優秀・品行方正で、友達のお母さん達から

は「拓ちゃんと付き合いなさいよ」と言われる位

の良い子でした。だんだんそんな自分が嫌になり

ついに高校入学の頃からグレ始め、一切勉強しな

くなりました。特に英語が大嫌いで、それにダメ

を押したのが当時の先生でした。学校にアメリカ

人のお客様が来た時に先生の話した英語が全く

通じず、この先生に英語を習ってもダメだ！と英

語の勉強を一切しなくなりました。当然成績は下

がり悪い仲間が集まるようになり、更に自分も悪

くなるという悪循環に陥り、その結果高校 3年時

に落第致しました。卒業もおぼつかない程でした

が、それなら音楽の道に進めばいいかと簡単に考

えていました。しかし担任の先生と、クラリネッ

トを教えて頂いていた音楽の先生に「本当にそれ

でいいの？迷いはないの？」と聞かれました。迷

いがあるのなら一回は普通大学に行った方がい

いとアドバイスを受け、高 3 最後の 2～3 ヶ月は

一日 17～18 時間位寝食を忘れて勉強し、何とか

慶応大学法学部政治学科に進学することが出来

ました。その頃には、音楽を職業にしようという

考えは失せ、また商いをするには政治の勉強ばか

りしていても仕方がないと会計の専門学校にも

通い、ダブルスクールの毎日でした。政治学科に

入っても政治の勉強をする気がなかったのは父

に、お前のお祖父さんは「大塚家は政治に関わら

ず…」と言い残して亡くなったのだと言い聞かさ

れていたからだと思います。 

父方の靴屋は祖祖父の代まで千葉県佐倉藩の

武士でしたが、たまたまフランス人の靴職人に作

り方を習い、明治 5年に新橋で創業、その後宮内

省から仕事を頂くようになり、飛躍を遂げたそう

です。戦前は他に海軍の靴を独占的に受注してい

たそうです。1914 年山本権兵衛内閣の時代に発

覚したシーメンス事件という、ドイツのシーメン

ス社が日本海軍高官へ行った贈賄事件があった

のですが、どうやらうちの会社も当時海軍に食い

込む為に同じようなことをしていたらしいので

す。しかしここで社長が逮捕されると宮内省の仕

事が無くなってしまうと、妻の実家の兄を身代わ

りに立てたそうで、先祖はなんてことをしている

んだと思いました。母方の祖父は回船問屋の跡取

りとして生まれ、明治維新後潰れそうな回船問屋

を継ぐのは嫌だと家出をし、その後大陸、樺太と

渡り戦前は非常に羽振りが良かったそうです。戦

後樺太が無くなりまた裸一貫に戻りましたが、今

度は石油の商社が当たり一財産作ったそうです。

しかし今度はオイルショックにより痛手を被っ

たわけです。このようにさかのぼって父方・母方

の歴史を調べてみると、政治の節目節目で振り回

されているのかと身にしみて、そこから国際政治

を一生懸命勉強するようになり政治家を志しま

した。経済の分かる政治家になる為にまず銀行に

就職しました。その後 2年間アメリカに留学し帰

国した所、2005 年に郵政民営化の解散総選挙が

あり公募で自民党に入党、政治家になりました。 

今後共入間ＲＣの一員として頑張って行きた

いと思いますので、どうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

タイトル部分の写真はタイの風景です。 
         会報委員会（粕谷 齋藤 小田） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ＲＩ会長：ジョン・ケニー        ＲＩ第 2570 地区ガバナー：加藤 玄静 
■例会日：木曜日 12：30～13：30   ■例会場：丸広百貨店入間店６Ｆ バンケット・ホール  Tel.04-2963-1111 

■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 

■会長：細淵 克則 幹事：山岸 義弘 会報委員長：粕谷 康彦 Email：iruma－rc＠jupiter.plala.or.jp  
第 ４１ 号 ２６０４ 回例会 ２０１０年 ５月 １３日 （木） 当番 諸井 克彦 君

 

入会式              間野尚様 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊昭和 37年生まれ（寅年） 
＊（㈱）間野製作所 代表取締役 

 本日入会の承認を頂きましたことを生涯の思

い出にしたいと思います。精一杯頑張って皆様の

後について行きますので、宜しくお願い致します。 
 
長寿寿齢会員表彰       石川山治会員 

会長の時間          細淵克則会長 
 本日は加藤ガバナーはじめ、第 3グループの会
長・幹事・地区委員長の皆様にお越し頂き、深く

感謝すると同時に、心より歓迎致します。 
 4/17-18 に開催された地区大会は大変心に残る
大会でした。特に初日の講演は素晴らしい内容で、

まず関場慶博パストガバナーが「ロータリーの未 

 
来は」というテーマの下、お話をされました。ど

うして日本のロータリーは元気がないのか？閉

塞感に包まれているのか？アンケートによると、 
会社でのやる気は給料等の収入が上がることだ

そうですが、ロータリーは奉仕の団体、勿論無給

です。ロータリーのやる気は『感動』…私はこの

答えにドキッとしました。去る 4/10 に老人福祉
施設を慰問し、二三芳姫会の皆さんによる日本舞

踊をご披露させて頂きました。50 名程の入所・
通所の皆さんと共に曲や踊りに合わせて歌った

り、手拍子をしたりと、楽しいひとときを過ごす

ことが出来ました。このような素晴らしい感動を

味わうことが出来たのもロータリーの会員だか

らであり、また今後も同じように素晴らしい感動

に巡り会えるよう、ロータリー活動に励みたいと

思います。次に酒井大岳さんによる講演のテーマ

は「今を大事に」というテーマの下、「生きるか

がやき」について 10 項目のお話をされました。
どれもが面白おかしく、しかし実に真実を突いた

お話で、大変為になりました。清水寺の舞台は最

初の柱が最後の柱に繋がる為、1本の柱を修理す
るには全てを解体しなければならないそうです。

「個と全体」…自分の生活には色々な人々が関わ

り合い、存在しているということを改めて考えさ

せられました。最後に「器に箸を入れてかき回す

と、最後は大きな渦になり周りを動かすことが出

来る…」というお話をされましたが、10 年以上
前、明大中野八王子高校のＰＴＡ会長として、卒

業式に同じ内容の挨拶をしたことを思い出しま

した。素晴らしい地区指導者セミナーを開催して

頂いた加藤ガバナーに心より感謝申し上げます。 
幹事報告          山岸義弘幹事 

① 5/ 6(木)現・新理事会 

② 5/12(水)第１回クラブ協議会開催 

③ 5/22(土)第 3 回ブライダルパーティー開催 

④ 会務分担表・家庭集会のお願い→後日ＦＡＸ 

回覧、配布物 

① バギオだより 2010 年 5 月号 
② 金浦ＲＣからの広報誌 
③ ネパール奨学里親申込み確認 

入間ロータリークラブ週報        Club Bulletin 



④ 2009-10 年度 第 3 回ブライダルパーティー
開催のお知らせ 

⑤ 平成 22 年度 経営後継者研修及び受講生 
募集に係わるご協力のお願い 

ビジター・ゲスト 

ＲＩ第 2570 地区 ガバナー    加藤玄靜様 

第 3グループ ガバナー補佐    佐藤信男様 

飯能ＲＣ 会長          木川一男様 

狭山ＲＣ 会長          岡本久之様 

新所沢ＲＣ 会長         目黒 誠様 

新所沢ＲＣ 幹事         鹿島敏雄様 

〃 地区ブライダル委員長       磯田力彦様 

新所沢ＲＣ           江崎浩史様 

所沢西ＲＣ 会長         本橋正夫様 

所沢西ＲＣ 幹事         山田富男様 

新狭山ＲＣ 地区広報記録委員長   井花富男様 

入間南ＲＣ 会長         荻野静次様 

ニコニコＢＯＸ      西山祐三ＳＡＡ 

岡本久之様～ＩＭではお世話になりました。磯

田力彦様、荻野静次様、鹿島敏雄様、本橋正夫様、

山田富男様、佐藤信男様、木川一男様、江崎浩史

様～本日はお世話になります。井花富男様～入間

さんに伺うと緊張します。目黒誠様～細淵会長の

お招きでガバナーの卓話を聞きに来ました。岩崎

茂君、加藤国夫君、吉永章子君、関谷永久君、平

岡達也君、細淵克則君、山岸義弘君～加藤ガバナ

ーはじめ多くの皆様においで頂きありがとうご

ざいます。石川嘉彦君～加藤ガバナーの来訪を心

より歓迎致します。齊藤福太郎君～長い間欠席し

ました。西山祐三君、吉沢誠十君、加藤国夫君、

晝間和弘君～間野様ご入会おめでとう。 

本日\27,000   累計\1,038,046 
出席委員会         繁田光委員長 
 本日 3 月までの出席修正表を配布しました。
5/19(水)大宮ＲＣにメーキャップに伺いますので
是非ご参加下さい。 
会員数 出席数 出席率 前回修正率

45 名 34 名 82.9％ 85.7％ 

＊事前欠席連絡 4名 

 

―講師卓話― 

～公式地域雑誌「ロータリーの友」を活用しよう～ 

ＲＩ第 2570 地区 ガバナー    加藤玄靜様 

 皆さんこんにちは。たぶんガバナーとして訪問

するのは今日で最後になるのではないかと思い

ます。先程細淵会長のお話にもありましたが、地

区大会初日に講演をされた酒井大岳さんは私の

先輩僧侶に当たります。テーマをお願いしたとこ

ろ、「生きるかがやき」ということを頂きました。

普通は「かがやいて生きる」だと思いますが、そ

うではなく生きていく姿を周りが見て、それがか

がやいている…評価は他人がすべきであると言

うのです。酒井さんは書の先生でもあるのですが、

色紙を書いて頂きましたので最高齢者の杉山会

員にお贈りしたいと思います。 

 早いもので石川会員がガバナーの時にノミニ

ーをお受けしたのですが、当時クラブ奉仕部門委

員長という役職がありましたので、勉強する機会

が少なくガバナーが務まるのかと自問自答して

おりました。しかし自分で出来ることは決まって

いますので背伸びせず精一杯、真剣にやっていれ

ばたぶん周りの人が誰かしらお手伝いをしてく

れると思っていました。今になって振り返れば自

分のことを犠牲にしても、一生懸命やって良かっ

たと思います。 

 本日は「ロータリーの友」についてのお話をし

たいと思います。「ロータリーの友」は公式な雑

誌ですから購読をしなければなりません。 

『ロータリーの友』の変遷 

１．1953 年 1 月に 1月号が創刊 

1952年7月に迎える新年度(1952-53年度)から、

日本の地区は東日本と西日本の 2 地区に分割さ

れることに決定されていたので、その直前に開催

された地区大会で日本の 2 地区で共通の雑誌を

発行すると決定→1953 年 1 月 

２．縦書きのページも入る 

 最初横書きでスタートしたのですが、その後、

俳壇・歌壇等、横組みでは具合の悪い欄が始まり

これらを縦書きで入れることになりました。ペー

ジを開いていくと、横書きの中に突然縦書きのペ

ージが出てきて読みにくいということで、1972

年 1 月号から、左から開くと横書き、右から開く

と縦書きと現在のような形になりました。 

３．公式地域雑誌となる 

 1977 年クラブ定款第 10 条(現 14 条)の改正に

伴い、公式地域雑誌の規定が設けられ、1980 年 7

月から公式地域雑誌(現ロータリー地域雑誌)に

なりました。 

４．B5 版から A4 変形版へ 

 2002 年 7 月号からサイズ・製本方法(無線綴じ

から中綴じ)を変更。その半年後の 2003 年 1 月号

で創刊 50 周年を迎えました。 

 

 

タイトル部分の写真は 2009-10 入間ＲＣ活動の

風景(50 周年記念式典)です。 
           会報委員会（粕谷 齋藤 小田） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ＲＩ会長：ジョン・ケニー        ＲＩ第 2570 地区ガバナー：加藤 玄静 
■例会日：木曜日 12：30～13：30   ■例会場：丸広百貨店入間店６Ｆ バンケット・ホール  Tel.04-2963-1111 

■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 

■会長：細淵 克則 幹事：山岸 義弘 会報委員長：粕谷 康彦 Email：iruma－rc＠jupiter.plala.or.jp  
第 ４２ 号 ２６０５ 回例会 ２０１０年 ５月 ２０日（木） 当番 西山 祐三 君

 

会長の時間          細淵克則会長 
 先週は加藤ガバナーの卓話に、多くの会員及び

他クラブからのビジターに出席して頂きました。

改めて感謝申し上げます。 
 今回、間野会員の入会式では通常と違ったこと

に気付かれた方もいたのではないかと思います。

従来ロータリーバッジはガバナーに付けて頂く

のが恒例ですが、加藤ガバナーは「バッジを付け

るのは会長の役目」とご自身は付けない方針だそ

うです。その代わりにガバナーからはＲＩのテー

マバッジを付けて頂きました。 
 私が入会した当時はこの会場より一回り大き

な会場で、必ず席が指定されていました。最初の

3ヶ月は石川パストガバナーの隣でした。石川さ
んはロータリー用語や活動・歴史等を新人の私に

懇切丁寧に教えて下さいました。また永田病院の

永田先生には、普段診察中には聞けないことを質

問するとゆっくりと解りや易く説明して頂きま

した。例会で席が指定されていると、余り話すこ

とのない会員同士が話すチャンスを得られます。

今日では、グループ毎の指定だけです。個人個人

の指定は会場や出席の状況でなかなか難しいか

も知れません。出来ればグループ内でなるべく多

くの会員と隣り合うように席を移動して下さい。

きっと良い結果が出ると思います。来月は私の我

が儘で大胆な席替えをさせて頂きます。 
 最後に昨日、繁田光会員と共に大宮ＲＣにメー

キャップに伺い、川島会長はじめ会員の皆様に

50周年のお礼のご挨拶をして参りました。 
幹事報告          山岸義弘幹事 

＜臨時理事会報告＞ 

① 6 月のレート→92 円 

② 当番のたすき紛失の件 

③ 印刷機・コピー機→複合機に買い換え 

  プロジェクター・ラミネータ購入 

回覧、配布物 

① 第 4回 RYLA 報告書 
② ハイライトよねやま 2010.5.4 号 
③ ロータリー財団より 寄付変更のお知らせ 
④ ロータリーの友 一般社団法人化のお知らせ 

 

⑤ ネパール奨学里親申込み確認 

⑥ 次年度役員・理事のお知らせ（所沢 RC 所沢

中央 RC 所沢東 RC 新所沢 RC） 

例会変更 

所沢中央ＲＣ6/28(月)最終例会入間南ＲＣ

6/8(火)例会取り止め6/29(火)新旧慰労会新所

沢Ｒ6/8(火)→6/6(日)日帰り旅行に振替

6/29(火)最終移動例会日高ＲＣ6/8(火)親睦旅

行6/15(火)例会取り止め狭山中央ＲＣ6/8(火)

夜間例会に変更 6/22(火)例会取り止め 

所沢ＲＣ6/8(火)移動例会「蛍鑑賞会」6/22(火)

最終夜間例会 6/29(火)例会取り止め 

会報回覧 

入間南ＲＣ 日高ＲＣ 狭山ＲＣ 飯能ＲＣ  

ビジター・ゲスト 

株式会社 ユニ・グラフィックデザイン 

代表取締役  新井重良様 

委員長報告 

環境保全委員会       諸井克彦委員長 

 5/15(土)ロータリーの森保全活動に参加して

頂いた会員の皆さん、大変ご苦労様でした。米山

奨学生の皆さんと共に草取り作業・肥料の散布・

樹木の剪定作業等を行いました。次年度も宜しく

お願い致します。 

次年度クラブ奉仕委員長    吉永章子会員 

 5/18(火)次年度クラブ奉仕と社会奉仕の両委

員会は、合同で華屋与兵衛にて家庭集会を行いま

した。23 名の出席者は山岸会長エレクトの所信

表明後、各専門委員会に分かれ年度計画書の記載

事項を作成しました。尚、この記載事項はワード

又はＦＡＸで 5/27(木)までに事務局に送って下

さい。又、例会プログラムに必要な予算書は 2ヶ

月前に提出して下さい。この日、4大奉仕委員会

別に分かれる事と、専門業務委員会が多いクラブ

奉仕委員会では、関連委員会を幾つかにまとめて

日にちを変えての家庭集会が望ましいと、重鎮よ

りご指導を頂きました。 

次年度国際奉仕委員長     齋藤栄作会員 

 5/17(月)やまきにて国際奉仕委員会を開催致

しました。参加委員会の新世代部門・世界社会奉
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「日米戦争秘話」 
 私が分区代理の役に就いた時、ガバナー

は青山氏であった。青山氏が宮様のお供を

してソ連のモスクワを訪問し、日米戦争終

結のお願いに行った。その頃アメリカはヤ

ルタ会議にて英・蘭・露の 4ヶ国で日本を
攻撃する約束をまとめつつあるところだ

った。ソ連が平和の仲介をするはずがなか

った。要領を得ないまま帰国の途につき日

本に到着すると同時にソ連は対日戦争に

参戦した。満州にいた日本軍は圧倒的優勢

なソ連軍に敗れた。日本の首脳部も世界情

勢には暗かった。 

仕・ロータリー財団・米山奨学会の皆様、ご苦労

様でした。次年度山岸義弘会長の「ルネッサンス 

輝く未来へ」を受けて、埋もれてしまったロータ

リーの古き良き伝統を再発掘します。果敢に挑戦

して行こうと、委員会テーマを「リディスカバリ

ー＆チャレンジ」と致しました。一年間頑張って

参りますので宜しくお願い致します。 

ニコニコＢＯＸ      西山祐三ＳＡＡ 

東会長・斎藤幹事（新狭山ＲＣ）～地区大会帰

りのバスに乗せて頂きありがとうございました。

繁田昌利君～同級生の新井さんに卓話講師をお

願いしました。細淵克則君～間野さん入会おめで

とう。齊藤福太郎君～写真ありがとう。杉山定太

郎君～加藤ガバナーより表彰を受けると共に、酒

井大岳さんより様の「書」を戴きました。忽滑谷

明君～早退します。 
本日¥14,000   累計¥1,052,046 

出席委員会         繁田光委員長 
会員数 出席数 出席率 前回修正率

45 名 32 名 74.4％ 90.5％ 

＊事前欠席連絡 7名 

  

―講師卓話― 

株式会社 ユニ・グラフィックデザイン 

代表取締役  新井重良様 

＜講師プロフィール＞ 

＊1940 年 飯能市に生まれ 

＊県立川越高校、日本デザインスクール卒 

＊著書「図説 部首がわかる字源事典」 

   「図説 漢字がわかる字源事典」 

「漢字の素 ‐甲骨文字を‐探る」 

「漢字は象形文字である」と殆どの人がそう思

っているのではないだろうか。それは何処かでそ

のように聞いたことがあるとか、或いは何時か本

で見たことがあったとか「日」や「月」や「山」

や「川」や「木」などの絵画的な文字を思い描き、

漠然とそう思っているだけなのか…。しかし、こ

のことこそ漢字の本源を言い表しているとも言

えるのである。唯、この表現は正確とは言えない。

多くの漢字は偏と旁の組み合わせにより成り立

っているということは、現在ではどなたもご存知

の通りである。 

漢字の成り立ちと字源について興味深いお話

をして頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タイトル部分の写真は 2009-10 入間ＲＣ活動の

風景(50 周年記念式典)です。 
    会報委員会（粕谷 齋藤 小田） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ＲＩ会長：ジョン・ケニー        ＲＩ第 2570 地区ガバナー：加藤 玄静 
■例会日：木曜日 12：30～13：30   ■例会場：丸広百貨店入間店６Ｆ バンケット・ホール  Tel.04-2963-1111 

■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 

■会長：細淵 克則 幹事：山岸 義弘 会報委員長：粕谷 康彦 Email：iruma－rc＠jupiter.plala.or.jp  
第 ４３ 号 ２６０６ 回例会  ２０１０年 ５月 ２７日（木） 当番 山畑 雅廣 君

 

会長の時間          細淵克則会長 
 4/25～30までの 6日間、米国シカゴにて 2010
年規定審議会が開催されました。その間 219の制
定案・決議案を審議し採決が終了しました。日本

の第 2540・2780・2830・2840 地区がＲＩに提
出した決議案で、手続要覧及びロータリー章典に

1923 年の声明を「歴史的文章」として保存する
ことを要求しました。しかし審議会で審議される

前に「歴史的文章」という言葉は抹消されてしま

ったそうです。1923 年の声明とは、決議 23-34
で知られています。1923 年の国際大会で採択さ
れ、その後の国際大会で何回か修正された決議で

す。最初は「綱領の塞づく諸活動に関するロータ

リーの方針」と題されていましたが、1926 年に
ロータリーの奉仕活動が 4 分類されることにな
り「社会奉仕に関する方針」と改められました。

採択後 70 数年を経た今日尚、ロータリーの本質
と奉仕活動の在り方を示す貴重な指針ですので

是非一度お読み下さい。また、第 2680・2650・
2500 地区からはクラブの自治に関する決議案
(10-13.10-14.10-15)第 2770・2650・2500地区か
らも決議案(10-180.10-181.10-182)が提出されま
した。10-13.10-14は否決、10-15は撤回、10-180
と 10-181も撤回し 182(決議案～180.181を集約
した案)「社会奉仕に関する 1923年の声明」の第
一項を奉仕の哲学の定義として使用することを

検討するようＲＩ理事会に要請する件を提案、

444 対 66 で採択されました。採択された中で重
要な制定案は◆4大奉仕から 5大奉仕へ◆人頭分
担金の値上げ(理事会 2事項の撤廃)◆Ｅクラブの
承認等…興味のある方はロータリージャパンの

ホームページをご覧下さい。規定審議会の提案は

クラブ理事会で承認され、ガバナーの署名があれ

ば可能です。 
幹事報告          山岸義弘幹事 

① 6/4 狭山ＲＣメーキャップ参加の件 

② 次年度計画書の件 

  未提出の方は早めにお願いします。 

③ 次年度青少年交換の件 

ホストファミリーの依頼等 

 

回覧、配布物 

① 狭山市・入間市暴力排除推進協議会 
総会資料＆民暴相談のしおり 

② 入間市民憲章推進協議会総会資料 

③ 入間市交通安全対策推進協議会総会資料 

④ 茶の香めーる 

⑤ 武蔵野音楽大学演奏会招待状 

⑥ ネパール奨学里親申込み確認 

⑦ 所沢西ＲＣ 例会曜日変更のお知らせ 

  金曜日→火曜日に変更(2010.7.6 より) 

⑧ 次年度役員・理事のお知らせ 

(狭山ＲＣ・狭山中央ＲＣ・新狭山ＲＣ) 

例会変更 

新狭山ＲＣ5/31(月)→5/30(日)親睦旅行に振替 

飯能ＲＣ6/30(水)例会取り止め 

会報回覧  所沢中央ＲＣ 所沢ＲＣ  

新狭山ＲＣ 狭山中央ＲＣ  

委員長報告 

会員選考委員会       繁田昌利委員長 

 ・地区幹事会報告 

・字源事典の本 購買の御礼 

・外部講師への原稿依頼の件 

親睦活動委員会       滝沢文夫委員長 

＜細淵年度最終例会のお知らせ＞ 

 6/24(木)最終例会をフォレストイン昭和館「車

屋」にて行います。回覧が廻っていますので宜し

くお願い致します。 

職業奉仕委員会       友野政彦委員長 

 本日は「私の職業紹介」ということで、宮崎会

員及び書間会員にご自身の事業の紹介をして頂

きます。 

ニコニコＢＯＸ      西山祐三ＳＡＡ 

本日¥0    累計¥1,052,046 
出席委員会         繁田光委員長 
会員数 出席数 出席率 前回修正率

45 名 34 名 79.1％ 88.1％ 

＊事前欠席連絡 4名 
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～5/15(土)ロータリーの森保全活動～ 

イニシエーションスピーチ    間野尚会員 

 先日は入会式を行

って頂き誠にありが

とうございました。

また、入会を奨めて

頂くに当たりご足労

頂いた吉沢様・推薦

者の晝間様、本当に

ありがとうございま

した。この場をお借

りしてお礼を申し上げます。 

 私は昭和 37 年入間市に農家の次男として生ま

れました。実家はあまり大きな農家とは言えませ

んが、両親は仕事が忙しく私は祖父母に育てられ

たも同然、幼少期にはまだ叔父・叔母もいて、可

愛い可愛いと大変甘やかされて育ったそうです。

高校時代は野球部に所属、入部時は 80 人いた 1

年生が上級生からのシメやきつい練習に耐えら

れず、夏には 18 人になってしまい、それはそれ

はもの凄い野球部でした。しかし今思うと続けて

いて良かったと思います。それは忍耐・根性・精

神力の強さ…社会に出て、たいていのことに耐え

られる力がついたからです。 

 私は本社が東京都練馬区にある従業員 300 名

程度の中小企業に就職しました。業務内容は写真

の現像機・運転免許証の現像機・医療のレントゲ

ン現像機を旧小西六写真工業(現コニカミノル

タ)より設計開発→部品製造→組立完成までを引

き請けていました。小西六の下請け会社です。私

はこの会社で 11 年間部品製造を学ばせてもらい、

順風満帆なサラリーマン生活を送っておりまし

たが、12 年目の春、年収アップに惹かれ別の部

品製造会社に転職しました。しかし 1年が経ち実

際の年収は下がってしまい悔しいやら情けない

やら、もの凄く落ち込んでしまいました。そんな

ある日、同僚に愚痴をこぼした所「間野君の技術

をこの会社で眠らせておくのはもったいない！

いっそのこと独立したら？」と言われました。そ

の後、ある取引先メーカーの新年会に出席した際

その会社の社長の年頭挨拶の中でチャンスをつ

かめ！の一言。「人間は真剣に生きているとチャ

ンスが目の前を通るのが必ず見える。目の前のチ

ャンスを掴むか、見逃すかは自分次第だ」とのこ

とでした。偶然にもその年の夏、前の会社の同僚

からの情報により、会社が親会社に吸収合併され、

今後は社内で部品は作らない方針で全て外部購

入、要は部品工場のリストラです。同僚には気の

毒でしたが、私が独立するに当たり願ってもない

チャンス！その後、独立の為の情報収集に明け暮

れ、資金面での援助を実家に相談、1999 年 11 月、

ついに元同僚 2 人と共に所沢市にて「間野製作

所」を設立しました。当時はお客様から受注をた

くさん頂き工場はフル稼働、元旦も休まず働き 3

年後には父からの借金も完済、2002 年入間市に

工場を移転、現在に至ります。 

 会社を立ち上げて 11 年になりますが、経営者

としての試練はこれからだと思います。目の前の

大先輩の背中を見て、これからも成長して行きた

いと思います。 

私の職業紹介 

「（㈱）宮崎土建工業所」    宮崎正文会員」 

 私の会社は「株

式会社宮崎土建工

業所」と言い土木

建設業を営んでお

ります。創業は大

正時代、当初は家

の基礎や曳き屋を

していたと聞いて

います。戦後徐々

に公共土木業を請

け負うようになり、今の形態になりました。最近

は民間工事も少し手掛けておりますが、本日は今

批判にさらされている公共事業、当社が手掛けて

いる工事についてお話しさせて頂きます。 

①いつも渋滞の苦情の多い道路工事。埼玉県が管

理している国道(299・407・463 号)・県道及び

入間市道等の舗装修繕工事・歩道の設置工事・

公共下水道や水道本管の布設工事です。 

②河川工事。内容は埼玉県が管理している護岸の

ブロック積工事・根固め設置工事です。この辺

は霞川・入間川・不老川等があり、砂防と言わ

れる工事で堰提(ダム)・流路工事です。砂防と

は山の中を流れている川のことです。 

③橋梁工事。橋の橋台・橋脚の新設工事、上部桁



 
 
  
独ソ戦争が起きドイツの部隊はソ連の主
要都市近郊まで攻め込んだ。駐独大使はド
イツの勝利で終わると予言した。その 2.3
ヶ月前にある新聞記者の講演を聴きに行
ったが、その記者が冬のソ連を旅行中、乗
車中の汽車の天井からドカドカと激しい
物音がするので止まった際に汽車の屋根
を見ると大勢の兵隊が乗っている。汽車の
スピードと寒さが加わり耐えきれなくな
って足踏みをしていたらしい。日本人なら
生きていられないと思った。ソ連兵の寒さ
に強いのに度肝を抜かれ「戦争も真冬にな
ってみないとわかりませんよ」と言った
が、真冬になるとやはり形勢が逆転しソ連
軍がドイツ軍を圧倒し、ベルリンまで押し
寄せ勝利を得た。 
 日本はドイツが勝と信じて日米戦争を
起こしたが的が外れた。 
 

の設置工事です。また最近では地震に対応した

橋の耐震補強工事です。場所は入間川に架かる

豊水橋・新豊水橋・入間川高架橋・霞川橋等の

バイパスの橋、霞川では 16 号から上流の橋桁

は全部当社で作らせて頂いたと記憶していま

す。不老川に架かる橋も工事をしています。 

④学校のグランドや公園の新設工事。グランドの

工事では入間高校・東金子小学校・入間インタ

ー入口の中央公園のグランド改修、公園では彩

の森入間公園・稲荷山公園・東町と久保稲荷の

境にある富士見公園等も携わっています。 

⑤道路や河川の維持管理工事。内容は道路や河川

の草刈・清掃・防護柵や看板の設置・取り替え

工事。また緊急時の道路の穴埋め・交通事故等

のフェンス・看板・倒木等の片付け・復旧工事、

河川では大雨による護岸の崩れに対する工事

やパトロールも昼夜関係なく行っています。冬

場には道路の除雪・凍結防止剤の散布業務も行

っています。また地震があった時の道路や河川

のパトロールも実施しています。今はこのよう

な維持管理や緊急時の仕事が増えています。 

⑥最近ボランティアで「彩の国ロードサポート」

という道路の清掃活動を年に 4 回行っていま

す。この活動は埼玉県と協定を結び、指定され

た国・県道を清掃・除草と危険箇所の報告等を

しています。 

 最後になりますが、今、建設業界は大変疲弊し 

ています。建設業者の廃業・倒産が相次ぎ、どん 

どん減って来ています。この前も県内で創業 100 

年の会社が倒産、大変悲しいことです。どなたか 

が「コンクリートから人へ」と変なことを言って 

いますが、コンクリートを作るのも人なのです。 

そして我々がいないと、万が一の時は大変なこと 

になると思っています。台風や地震時の災害出 

動・冬の道路の除雪や凍結防止剤の散布、これは 

殆どがボランティアです。何かあった時は、やは 

り地元をよく知る建設業者がいないと、困るのは 

地元の皆さんだと思います。災害が起こったら大 

変ですが、いざという時に頼りになるのは我々で 

すので、これからも地元の建設業者をなくさない 

よう、宜しくお願い致します。  

「（有）和高製作所」      晝間和弘会員 

 こんにちは。入間

市南峯にて「(有)和

高製作所」を営んで

おります。職業分類

は金属加工で「コア

製造」に分類されて

います。 

「コア」とは惑星

等の「核」・コンピュ

ーターネットワークの中心・最近では「コアリズ

ム」が流行りましたが、直訳すると「中心部分」

という意味です。変圧器等のコイルにおいて、電

線を巻き付けて磁気回路を形成する部分の中も

「コア」と言い、その部分の「珪素鋼板」と言う

ものを作っています。珪素鋼板とは薄い鉄板で、

厚さ 0.1 ㍉～0.5 ㍉までと、様々な厚さがありま

す。珪素鋼板をプレスで切断・穴加工をして出荷

します。いたって簡単な作業に思われますが、他

には出来ないノウハウやアイデアで背伸びせず

に仕事しています。納入先は主にトランスメーカ

ーです。全て特注品なので様々なお客様のニーズ

に応える為、材料在庫をたくさん抱えているのが

難点です。品物の用途は電源トランス・対雷トラ

ンス・電車の車輌等を主に作っているお客様に納

品している、言わば材料屋みたいなものです。ト

ランスとは、例えば電信柱の上にあるポリバケツ

みたいな物で、珪素鋼板は他に、ハイブリットの

モーター部分や自家発電用のモーター等に使用

されています。特注品の良い所は、金型で抜くこ

とが出来ない為に仕事が海外に流れることがな

いことです。逆に大変なことは短納期対応です。

幸い弊社は来るものは拒まずの精神で作業を進

めていますのでお客様の信頼を得、順調に量産し

ております。 

特殊な業種なので、市内にはお客様やライバル

もいない狭い業界ではありますが、皆様のお役に

立てることがあると信じ、縁の下で頑張って行き

ますので今後とも宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タイトル部分の写真は 2009-10 入間ＲＣ活動の

風景(50 周年記念式典)です。 
    会報委員会（粕谷 齋藤 小田） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ＲＩ会長：ジョン・ケニー        ＲＩ第 2570 地区ガバナー：加藤 玄静 
■例会日：木曜日 12：30～13：30   ■例会場：丸広百貨店入間店６Ｆ バンケット・ホール  Tel.04-2963-1111 

■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 

■会長：細淵 克則 幹事：山岸 義弘 会報委員長：粕谷 康彦 Email：iruma－rc＠jupiter.plala.or.jp  
第 ４４ 号 ２６０７ 回例会 ２０１０年 ６月 ３日（木） 当番 森田 英郎 君

 

6月は親睦活動月間 
会長の時間          細淵克則会長 
 先週の間野新入会員のイニシエーションスピ

ーチは、大変素晴らしい内容でした。入会早々に

自己紹介をすることは、より早く自分を理解して

貰う意味で良いことだと思います。独立して 10
年、最初の 3年間は休みなしで働き詰めだったと
のこと、また転職の動機から現在に至るまでのお

話を面白おかしく聞かせて頂きました。宮崎会員

と晝間会員の職業紹介も大変興味深いお話でし

た。宮崎会員の工事範囲の広さや過去の工事例等

専門的な内容でした。晝間会員は大変特殊な製品

を製造しているそうで、ライバルがいないとのこ

と、羨ましい限りです。ロータリーでは余り自分

の職業を語らない傾向があります。このような機

会に色々な業種の内容を知ることにより、より新

しい知識が習得出来ます。残念な事に、時間が短

すぎました。是非来年度も若い会員の職業紹介等、

お話を聞く機会を増やして頂きたいと思います。 

 最後に今月のガバナー月信に入間ＲＣのマッ

チング・グラントの記事が掲載されています。 
 

幹事報告          山岸義弘幹事 

第 12 回理事会報告 

＜協議事項＞ 

① クールビズ→6月～9月 

② 各種お祝い金の件 

③ 国際親善奨学生カウンセラー→細淵会員 

④ 入間南ＲＣ合同例会会計報告→承認 

＜会長エレクトとして＞ 

① 年度計画書の件 

② 青少年交換の件 ホストファミリー依頼等 

 

回覧、配布物 

① ロータリーの友 6月号 
② ガバナー月信 6月号 
③ 学友会ニュース第 140 号 
④ 6/4(木)最終例会出欠表 
⑤ 次年度役員・理事のお知らせ(所沢ＲＣ) 
 

 

古希祝い           繁田昌利会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月のお祝い 

会員誕生 繁田 昌利君  大塚  拓君  

夫人誕生
摂田ヨシ子様  森田 秀子様 
友野みゆき様 

結婚記念
摂田 順一君  宮崎 正文君 
大塚  拓君 

ビジター・ゲスト 

米山奨学生     コチャワン・パッタマー様 

委員長報告 

親睦活動委員会       滝沢文夫委員長 

 6/24 は細淵年度最終夜間例会です。当日は丸

大様のバスでの送迎予定ですので、宜しくお願い

致します。 

雑誌委員会         摂田順一委員長 

 横の P12 ロータリーの「新しい歴史をつくる」

では 2010 年規定審議会リポートが掲載されてい

ます。P28「わがクラブのすご腕新入会員」、P37

「第 11 回日韓親善会議のお知らせ」も合わせて

お読み下さい。縦の P2 に「ジョン万次郎」のお

話、P7 には日本で最初の「東京ロータリークラ

ブ」の記事が掲載されています。 

ニコニコＢＯＸ      西山祐三ＳＡＡ 

吉永章子君～ガバナー月信 8 ページにマッチ
ング・グラントの記事が掲載されています。宮寺

成人君～早退します。 
本日¥30,000   累計¥1,082,046 

入間ロータリークラブ週報        Club Bulletin 



出席委員会         繁田光委員長 
会員数 出席数 出席率 前回修正率

45 名 32 名 76.2％ 83.7％ 

＊事前欠席連絡 3名 

―第 6回クラブ協議会― 

職業分類委員会        大野賢次会員 

 地域社会の職業を新たに調査し、時代に即した

職業分類を考える。会員増強委員会・会員選考委

員会に協力し拡大への推進を図る。 

１．地域内各種業界の会員名簿等参考にし、地域

社会の職業活動に留意し、分類表の整備にあ

たる。 

２．未充填職業については、理事会・増強委員会・

選考委員会と相互連絡を密にしてその充填

に努める。 

会員選考委員会       繁田昌利委員長 

【活動方針】 

 会員に推薦された人を個人的な面から検討し、

その人格、職業上及び社会的地位並びに一般的な

適格性を考慮し委員会の見解を理事会報告する。 

本年度は大塚拓会員・間野尚会員のお二人を新

入会員として迎えました。入会後は「四つのテス

ト」に問いかけて活動して下さい。 

会員増強委員会       吉沢誠十委員長 

【活動方針】 

 魅力的なクラブ運営を広報し、会員の増強を計

る。又、会員の退会防止に努める。 

 退会者もなく純増 2 名を達成することが出来

ましたが、残念ながら女性の入会はなりませんで

した。例会にて候補者名簿を作成しましたが、活

用出来ず申し訳ありませんでした。大塚会員・間

野会員、素晴らしい会員が退会しないよう、全会

員方のフォローをお願い致します。 

ロータリー情報委員会    水村雅啓委員長 

◆11 月「クラブ定款・細則を知る」勉強会を開 

催、石川パストガバナーにコメンテーターをお 

願いし、解りやすく解説して頂きました。 

◆今年度はクラブ創立 50 周年記念事業の年であ 

り、斎藤金作会員にクラブ創世記を執筆して頂 

き、記念誌に掲載致しました。活字として記録 

に残すことが出来ました。 

出席委員会          繁田光委員長 

＜活動計画と実施状況＞ 

１．メーキャップ会の実施 

  2 月入間南ＲＣ8名・3月飯能ＲＣ8名 

4 月狭山ＲＣ4名・5月大宮ＲＣ2名 

２．出席状況の定期的な報告 

  6～8 月・9～11 月・12～2 月→配布済み 

３．出席規定について、例会等で説明 

  実施できませんでした。 

会報委員会         粕谷康彦委員長 

【活動方針】 

 クラブ週報の刊行により、会員の親睦を増進し

広報活動、会員増強に貢献する。例会や諸会合の

活動状況を綿密に報告をし、会員や地域情報、出

席の向上を図り会報を発行する。 

 毎例会毎に発行している「クラブ週報」は、会

員及び家族の方々の出来事、又は各方面の来賓・

ビジターの講師卓話を詳細に載せて頂きました。

近づく例会のプログラムを発表し、前回の例会の

重要事項を報告、親睦を増進しクラブ会員及び世

界各地のロータリープログラムに関するニュー

スを伝えます。週により紙面に余裕のある時は、

杉山会員の「瓦版」を掲載しました。 

 各委員長報告では、原稿提出が徹底して来まし

たので大変助かっております。 

親睦活動委員会       滝沢文夫委員 

【活動方針】 

クラブが効果的に機能出来るように、会員間の

友誼を増進し、諸活動への参加を奨励します。ま

た、例会への来訪ロータリアン・来賓の方々を歓

迎します。 

50 周年記念事業に積極的に参加します。 

活動計画の中の親睦旅行と観劇は、50 周年の

年度ということもあり、時期的をずらしたのです

が、結果的に参加が少なく実施出来ませんでした。 

雑誌委員会         摂田順一委員長 

 突然の委員長指名で、最初は代行ということで

出発しましたが、前任者の復帰が見込まれない状

況により、委員長として活動して来ました。取り

あえず年度計画書に従って進め、各月の注目すべ

き記事又は話題になっている記事等を紹介して

来ました。「友」への投稿は 2 件でした。投稿を

進める為には投稿し易い環境が必要なのではな

いかと思います。会員に「友」を読んで頂くのに

もう一工夫足りなかったことは反省材料である

と考えています。 

プログラム委員会      上野弘勝委員長 

 今年度は各委員会に例会を担当して頂き興味

深い例会もありましたが、全体的に地味な印象が

あるとの声も聞かれました。次年度の参考にして

頂ければと思います。まだまだ様々な講師の方や

地域の方々をお呼びしたかったのですが、日程の

都合等で断念したのが心残りです。皆様１年間ご

協力ありがとうございました。 

健康管理委員会       大野賢次委員長 

【活動方針】 

 会員やその家族が健康で仕事が出来るように

協力する。特に生活習慣病に注意をはらい、健康

管理が十分に出来るよう努力する。 

活動計画の内①インフルエンザの予防接種②

健康卓話→実施済み 

 後期に年齢に応じた健康体操というものを計

画致しましたが、実施に至りませんでした。１年

間お世話になりました。 

環境保全委員会       諸井克彦委員長 

 会員のご協力により、加治丘陵・ロータリーの

森の保全活動を実施することが出来ました。活動

計画通り行われたかと思います。環境問題として

地球温暖化、その防止策として電化製品の省エネ



 
 
 
 
「鉄の生産と効率」 
 日本で鉄を製造し始めたのはいつ頃

なのか不明だが、かなり昔だと思う。

日本で生産される前、朝鮮では既に製

造を始めていたが燃料となる木材の生

育が遅く、その点日本は気候温暖で木

の生育が早い為鉄製造の職人が大勢移

住して来たらしい。その上山陰地方に

は砂鉄が大量にあったので好都合だっ

たと思う。鉄の生産は農具を造り、開

墾が進み、食料増産人口の増加となっ

て他民族を追い払い本州を制圧した。 
 現代社会に於いて、鉄ほど大量にあ

る金属はないので安価で人類の為に役

立っている。鉄道も汽船も、又武器に

も鉄は無くてはならない金属である。

純粋の鉄は実験用のみで、普通の鉄は

丸棒・鉄板共 0.15%位のカーボンを含
んでいる。カーボンを含んでいるから

ある程度強度もある。カーボンを 30%
以上含むと焼き入れが出来る。40%以
上含むと非常に硬くなり、刃物となる。

その他の金属、ニッケル・クローム・

モリブテンを加えると特殊鋼となって

強靱になり、重要な物に使用される。 
 昔武士の刀剣は戦国時代に出現した

が、外敵を防いだ効用もある。襲来の

時に武器がなかったら防げなかっただ

ろう。蒙古に征服されてしまったかも

しれない。 
 

タイプ、自動車のアイドリング・急発進ストップ、

植樹等があります。緑を増やすには場所の問題が

あり、なかなか難しいので今ある緑を大切に保存

して行くことが必要で、昔に戻らない、戻さない

ということが大事だと思います。 

新世代部門委員会      齋藤栄作委員長 

 新世代部門委員会ではインターアクト・ロータ

ーアクト・ＲＹＬＡ・青少年交換プログラムを顕

彰し、理解を深めることを目標に活動して参りま

した。特に 8/2 に私立狭山ヶ丘高校のキャンパス

で行われた、入間南ＲＣ主催のインターアクト

2570 地区年次大会は大変勉強になり、また参考

になりました。 

 入間ＲＣの近年の新世代部門委員会の位置づ

けは決してメジャーなものではないのですが、顕

彰したことにより新世代部門は、今後のロータリ

ークラブの重要な部門であることを深く感じま

した。2010-11 年度には今までの四大奉仕部門に

加え、5 番目の部門として新世代部門が加わり、

五大奉仕部門としてクローズアップされます。当

クラブとしても、新世代部門の重要性を再認識す

る必要を感じます。 

世界社会奉仕委員会      吉永章子会員 

◆ユネスコへの送金：世界寺子屋運動・地雷で被

害を受けた子ども達→\97,261 

◆ネパール奨学里親：里親 29 名 里子 43 名 

ロータリー財団委員会     吉永章子会員 

◆講師卓話：11 月の財団月間に部門委員長の小

池貞作氏（寄居ＲＣ）に卓話依頼 

◆寄付：年次（特別）寄付→会員協力・50 周年 

    恒久（ﾊﾟｰﾏﾈﾝﾄﾌｧﾝﾄﾞ）寄付 

    使途指定寄付→マッチング・グラント 

☆一人平均 262 ㌦で目標達成 

米山奨学委員会       忽滑谷明委員長 

 寄付については、全会員より前期・後期併せて

1 人 4,000 円の普通寄付、また会員 37 名より合

計 745,000 円の特別寄付を協力して頂きました。 

 当クラブの奨学生コチャワン・パッタマーさん

には、昨年 10/1 の例会において卓話をお願いし、

毎月の例会には休むことなく出席して頂きまし

た。また 50 周年記念式典やクリスマス例会等各

行事にも出来る限り参加して頂きました。2ヶ年

継続の奨学生ですので、引き続き宜しくお願い致

します。 

50 周年記念事業報告      繁田昌利会員 

 6/1 に委員会を開催しました。ＬＥＤ防犯灯の

設置、米山記念館から頂いた月桂樹の植樹等、来

年度からは社会奉仕委員会で継続して行って頂

くことに決定致しました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タイトル部分の写真は 2009-10 入間ＲＣ活動の

風景（クリスマス家族例会）です。 
          会報委員会（粕谷 齋藤 小田） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ＲＩ会長：ジョン・ケニー        ＲＩ第 2570 地区ガバナー：加藤 玄静 
■例会日：木曜日 12：30～13：30   ■例会場：丸広百貨店入間店６Ｆ バンケット・ホール  Tel.04-2963-1111 

■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 

■会長：細淵 克則 幹事：山岸 義弘 会報委員長：粕谷 康彦 Email：iruma－rc＠jupiter.plala.or.jp  
第 ４5 号 ２６０8 回例会 ２０１０年 ６月 10 日（木） 当番 吉永 章子 君

 

6月は親睦活動月間 
入会３年未満会員研修会終了証 

 

 

忽滑谷明・繁田光両会員に第１回第２回の終了証

がガバナー事務所より届きました。 

 
会長の時間          細淵克則会長 
この会場で行なう例会も今日と来週の 2 回に

なりました。「100 里の道も 99 里をもって半分と

思いなさい」という諺がありますが、任期満了ま

でこの精神で頑張ります。6月 4日は狭山ロータ

リークラブにメーキャップに行って参りました。

卓話者は加藤ガバナーで、相変わらず精力的に活

動しています。 

6 月 5 日は東武サロンにて、狭山ロータリーク

ラブ主催の新現合同会長幹事会が加藤ガバナー

をお迎えして開催されました。5 時 30 分から始

まった現会長幹事会では、佐藤ガバナー補佐が今

年度の感想と感謝の気持ちを述べられました。次

年度の会長幹事会は別会場でしたので、後ほど山

岸エレクトからお話があると思います。その後の

懇親会での現会長達の表情には、無事に 1年間の

職務を遂行出来たことによる安堵の気持ちが表

れておりました。1年間を同じ目的を持って活動

することにより、大変素晴らしい友情が生まれま

す。今年の会長会は本当に仲良く活動して参りま 

 

したので、今回の懇親会では楽しいひと時を過

ごすことが出来ました。  

新会長は、これから 1年が始まります。お互い

をよく知り仲良く活動を進めて行けば、来年の今

頃は素晴しい仲間の輪が出来ることでしょう。新

会長の活躍を期待しています。最後に、現会長会

はこの出会いを大切にしたいとの思いから、年に

数回の集まりを持つ会を発足する事になりまし

た。 

 

幹事報告           山岸義弘幹事 

① 新井俊康元会員（新井格会員のご尊父）がお
亡くなりになられました、謹んでご冥福をお

祈りします 

② 事業参加費がマイナスの方の明細をポストに
入れましたご入金をお願いします 

新年度臨時理事会報告 

① 次年度予算の承認を頂きました 

② 液晶プロジェクター・ラミネーターの購入 

③ 会報田中さんが６月末までの契約でしたが都
合によりお辞めになりました。７月からは所

沢にお住まいの古川泰子さんに会報を担当し

ていただきます 

 

回覧、配布物 

① 6月 24日（木）最終例会出席表 
 

会報回覧 

新狭山ＲＣ 入間南ＲＣ 

 

委員長報告 

会報委員会         粕谷康彦委員長 

会報に非常事態が発生しました。委員長報告及

びその他の報告事項等は必ず、書面かメールで提

出して下さい。編集に時間がかかるので、是非お

願いします。 

次年度クラブ奉仕委員長   吉永章子委員長 
[第 2570 地区 会員増強セミナーに参加] 

6月 5日（土）東松山市の紫雲閣に於いて国際
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ロータリー第 2570 地区会員増強セミナーが第
2500 地区小船井修一 PG(釧路 RC)をお迎えして
行われた。日本の会員数は過去 14 年間減少し続
けている。その問題点、原因、改善と提案等、例

えればロータリー情報、円熟したロータリアンの

熱意、炉辺会議、女性会員への理解等の不足が上

げられ退会を防ぎ会員増強アップのグループ討

議と発表が行われた。 
ニコニコＢＯＸ      西山祐三ＳＡＡ 

山岸義弘君～お蔭様で次年度予算が承認され

ました、忽滑谷さん写真ありがとう。宮寺成人君

～クラブ奉仕委員長としてお世話になりました、

早退します。 繁田光君～6月 9日武蔵 CC豊岡
コース 12 番でホールインワンをしました。宮崎
正文君～埼玉りそな銀行入間支店ゴルフコンペ

(バンカークラブ)に優勝してしまいました。 
本日¥19,000   累計¥1,101,046 
 

出席委員会         繁田光委員長 
会員数 出席数 出席率 前回修正率

45 名 32 名 76.2％ 86％ 

＊ 事前欠席連絡 5名 

 

 

 

 

 

 

 

―第 6 回クラブ協議会― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広報委員会         関谷永久委員長 

 事業計画の進捗については概ね遂行できまし 

たが、地区マスメディア等に依るＰＲに付きまし

ては残念ながらアプローチ不足でした。ロータリ

ー及び当クラブの一般認知度の向上の為、次年度

に申し送りを致しました。 

 

 

４大奉仕委員長事業報告 

クラブ奉仕委員長      宮寺成人委員長 

この一年間

クラブ奉仕各

委員長をはじ

め 各 委 員 の

方々大変活躍

をしてくださ

いました。その

一部を報告致

します。「職業

分類」は、建築

業等の表示見

直しを行い、「会員選考」は、新入会員の入会時

の手順を①から⑪に分類し明快にしました。「会

員増強」は会長方針の 2名の増強を実行し、特に

入会 1 年の晝間会員の 1 名増強に感激しました。

「情報」は、家庭集会を何度も開催して例会では

分からないＲＣの歴史等を解説して新入会員を

大事にしてくれました。「出席」は、出席率表を

嫌みなく提供し、出席率向上のため近隣クラブへ

のメイキャップを行い、「会報」は委員長の検閲

の下田中さんの大活躍で大変充実しました。「親

睦」は多くの事業をよくこなしてくれましたが、

旅行を 1泊 2日、例会振替との条件を前提にした

ためなかなか日程が取れず委員長に負担をかけ

ました。「雑誌」は本年度の初日に急に委員長に

選任されたにも関わらず成んなくこなし、「プロ

グラム」は各委員会にも例会卓話の担当を割り振

り新しい手法を取り入れました。そして「広報」

は万灯祭り等でＲＣの事業の広報をしました。 

職業奉仕委員会       友野政彦委員長 

1 年間ご協力

ありがとうご

ざいました。当

初の活動計画

「4 つのテスト

の歌による唱

和」は毎月第三

例会に実施「職

業奉仕月間（10

月）に地区より

出張講師をお

呼びする」は当クラブの会員でもある平岡達也地

区職業倫理委員長に卓話をしていただきました。

又「有名企業の社訓を紹介する」は、地区の事業

であり皆様にもご協力いただいた「社訓・家訓集」

に変えさせていただきました。職業奉仕の概念こ

そは、他に多く存在する親睦・奉仕の団体とロー

タリーを峻別するものであり、その一方で他の三

大奉仕と異なり「職業」が目的語でないために理

解し難いとの印象は一年を経ても変わりません。

しかしこのような社会情勢にあっては、事業所を

倒産させないことこそロータリアン最大の義務

ではないかと思います。 



社会奉仕委員会       加藤国夫委員長 

ロータリー

において社会

奉仕とは、ロー

タリアンのす

べてがその個

人生活、事業生

活、及び社会生

活に奉仕の理

想を適用する

ことを奨励、育

成することである。「最もよく奉仕する者、最も

多く報いられる」原理、原則をもとに計画を立て

る。 
活動計画 

1．地域発展のため地場産業を中心とした事業
体と協力して取り組む。この計画は適当な事

業体が見つからず見送る。 
2．環境保全については、加治丘陵の保全活動
に協力する。 

3．環境をテーマとした地域環境活動に相応し
い事業得を行う。この事には若干趣旨が違い

ますが記念事業の看板メンテナンスを検討

して来ましたが危険との判断で撤去する。 
4． 2009 年～2010 年度加藤玄静ガバナー方針 
で健康と福祉得をテーマに頂きましたので 

「社会福祉慰問」に協力していく事を念頭に

置き、社会福祉施設慰問を実施した。実施に

付いては、小田会員の奥様に依頼し新島の皆

様による新舞踊を紹介する。 
訪問先施設「社会福祉施設」埼友会（友野員

施設）この事業に付いては社会奉仕事業の一

環ですので「ロータリーの友」に応募し編集

部より 5月 18 日付けで受理され編集待ち。 
万燈まつりに協力。ブライダル委員会に協力。 
 

国際奉仕委員会       吉永章子委員長 

 

[3690 地区金浦

RC とのマッチ

ング・グラント

概要] 

 

 

 

担当（☆吉永 上野 晝間） 

アドバイザー（岩崎ＰＰ 石川ＰＧ） 

2007 年 3 月 22 日、水村年度（2006～2007）、細 

淵国際奉仕委員長の時に友好クラブとして

交流が始まりました。M・Gの概要は下記の

通りです 

 

 

2008・8 月（岩崎年度）M・Gのスポンサークラブ

の要請を受ける 

   10 月 理事会で却下 

2009・4 月 金浦 30 周年に入間 RC より 5名出席

その後再度打診 

5 月 理事会で付帯条件をつけて承認 

7 月 （細淵年度） TRF に申請書類提出 

に要した期間は約二ヶ月。結果的には締め 

切りが早められ次年度の７月に再提出と 

のことで受理されず仕切り直しとなる。地

区財団部門委員長に第 2弾の許可を得る 

9 月～10 月・・申請書は用紙の差し替え等 

を経て金浦より RI 本部に再度提出 

11 月末・・・ エバンストンの TRF より受

け取り通知あり 

12 月末・・・  TRF により承認 

2010・1 月・・・・ R 財団へ振り込み。2570 地 

区へ報告書提出 

3 月・・・・ 金浦 RC の 31 周年の記念式

典及び障害者用車輌寄贈式典に参加 

M・G は２通りあります 

①TRF 補助金（アワード）   ②DDF 支援金 

 DDF 支援金         クラブ支援金 

クラブ支援金  

※ 今回は②の組み合わせで行いました 

車輌購入＄29,000 の内訳 

金浦 RC（ホスト）・・DDF＄16,000 クラブ寄付

＄5,000  合計 21,000ドル 

入間 RC（スポンサー）・・DDF＄5,000  クラブ寄

付＄3,000  合計 8,000 ドル 

※入間 RC はニコニコより現金にてクラブ寄付と 

して￥270,000 を送金。2570 地区の DDF は財団本 

部で自動的に引き落とされる 

 

 ＷＦを使えないので同額条件でない方法で成

立。2570 地区の M・Gは 12 年前に深谷東 RC が行

っています。財団は三年後に全世界で導入される

未来の夢計画に向けて今年 7月より試験的にス

タートします。M・Gから始まりグローバル補助

金が使えるようなプロジェクトは途轍もなく大

きい事業展開に繋がることでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タイトル部分の写真はタイの風景です。 
          会報委員会（粕谷 齋藤 小田） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ＲＩ会長：ジョン・ケニー        ＲＩ第 2570 地区ガバナー：加藤 玄静 
■例会日：木曜日 12：30～13：30   ■例会場：丸広百貨店入間店６Ｆ バンケット・ホール  Tel.04-2963-1111 

■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 

■会長：細淵 克則 幹事：山岸 義弘 会報委員長：粕谷 康彦 Email：iruma－rc＠jupiter.plala.or.jp  
第 ４6 号 ２６０9 回例会 ２０１０年 ６月 17 日（木） 当番 西山 祐三 君

 

6月は親睦活動月間 
会長の時間          細淵克則会長 
私の「会長の時間」も本日で最後になります。

1年間お聞き頂きありがとうございました。昨年

の 2/28 に飯能市の能仁寺に於いてＲＥＴＳが開

催され、9時から 17時までの研修を受けました。

加藤ガバナーエレクト(当時)が国際ロータリー

での研修内容、またＲＩ会長ジョン・ケニーの方

針、地区の方針、そして最後に会長としての心構

え等をお話されました。会長にとって重要なのは

「会長の時間」です。「会長の時間」は会長の挨

拶ではありません。政治や宗教はもとより社会の

出来事等、話す必要がありません。何故なら、そ

のような話題については、其々の専門家がコメン

トしており、また会員の皆さんが各々考えれば良

いからです。「会長の時間」で重要な事はただ一

つ、ロ－タリ－の情報を会員の皆様に正確に伝え

る事です。会長の所に集まったＲＩ・地区・そし

てクラブの情報を会員に正確に伝える事が使命

なのです。私は 1 年間の「会長の時間」の中で、

ロータリーに関する事だけを皆さんに伝えて来

たつもりです。ＲＩの話題・地区のセミナーや行

事に参加した事・会長幹事会の議題・地区大会・

他クラブのメーキャップ等、多くの報告をさせて

頂きました。皆様にどれだけお伝え出来たか判り

ませんが、私なりに精一杯の仕事をして来たと自

負しております。「会長の時間」は私にとっても

大変貴重なもので、この様な機会を頂けた事に感

謝致します。 

最後に 1年間、ご協力頂きました山岸幹事・西

山ＳＡＡはじめ会員の皆さんに感謝申し上げま

す。 

幹事報告           山岸義弘幹事 

① 次年度から会報を担
当する古川泰子さん

をご紹介します。所

沢の松ヶ丘にお住ま

いです。今日は見習

いとして来て頂きま

した。 

 

② 来年度の会員配布の住所録を作ります。名簿
を回覧いたしますのでご確認お願いします。 

③ ＩＭの DVD と決算書を各自お持ち帰り下さい。 
④ ロータリー文庫よりＨＰリンクのお願いがき
ております。次年度の中で考えて行きます。 

⑤ 青少年交換学生のファースト・ファミリー・
ホストを平岡達也会員にお願する事になりま

した。繁田光会員もやって頂けるとの事、時

期は調整します。ありがとうございました。 

回覧、配布物 

① 6 月 24 日（木）最終例会出席表 
② 卓上用会員住所確認表 
③ 後藤会員 FAX 番号変更連絡 
会報回覧 

狭山ＲＣ  
委員長報告 

親睦活動委員会       滝沢文夫委員長 

 来週 6月 24 日（木）は細淵年度最終例会です。 

会場へは丸大様のバスにて行く予定となります。 

後日、最終案内を FAX 致しますので、宜しく御願

いします。 

50周年記念実行委員会  会計 宮寺成人会員 
 入間ロータリークラブ 50周年記念行事、決算
報告 
ニコニコＢＯＸ      西山祐三ＳＡＡ 

 関根靖郎君～早退します。 細淵克則君、山岸

義弘君、西山祐三君～1年間ご協力ありがとうご
ざいました。 

本日¥10,000   累計¥1,111,046 
 

出席委員会         繁田光委員長 
会員数 出席数 出席率 前回修正率

45 名 30 名 69.8％ 88.1％ 

＊ 事前欠席連絡 7名 
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西山祐三ＳＡＡ挨拶           

年初、活動計画

といたしまして、 

１．会長、幹事、

はじめ会員皆様

方のご協力を得

ながら、会合が

スムーズに進行

する様努力する。 

２．例会場の設営

に関しては、当

番の協力を得て行なう。 

3．来訪者の応対は、親睦、プログラム委員会と

も協力して行なう。 

４．ニコニコボックスの状況について報告する。 

と４つの活動計画を立てております。 

当初 石川パストガバナー、はじめ 皆様方か

らのアドバイス等を頂戴しながらスタートした

わけですが、にもかかわらず、中々要領が得られ

ないまま現在に至っております。 

 年度はじめのご挨拶の際、例会場設営の為、11

時に来て準備をと申し上げましたが、その件に関

しましては達成出来たと思います。昨年、秋以降、

皆様にはお分かり頂けたかどうか分かりません

が、食事の献立を多少見直しました 

結局は本来の SAA のなすべきことは何も出来

ず、皆様方にご迷惑をおかけしてばかりでござい

ましたが、この 1年間ご協力いただきまして無事

役目を終えることが出来ましたことを感謝する

とともに御礼申し上げます。 

 

山岸義弘幹事挨拶 

お蔭様で、一年

間幹事を務めさせ

ていただきました。

会員の皆様のご協

力を心より感謝申

しあげます。入会

当初より感じてい

ましたがロータリ

ークラブは本当に

大人のクラブだなとおもいます。 

① 毎年立場は変わりますが、その立場で立派

に役をこなしてくれること 

② それぞれの会合の出欠等も FAX や連絡ひ

とつで、きちっと返答が返ってくること 

③ 年齢にもかかわらず、e メール等 IT 機器

を使いこなしていること 

④ 特に入間 RC には派閥が無く会員の皆様全

員でクラブを盛り立てて行くという風土が

あること 

そのお陰で、幹事は忙しくて大変だと聞いてい

たのですがそんなに苦労したとの感覚はありま

せんでした。しかし出席すべき会合の多さには、

驚きました。 

 ロータリー関係では 

年 6回の会長幹事会・地区大会は 2日間の参加 

地区の研修会にも幹事の出席が必要なときもあ

りました。通常は会長と担当委員長です 

 それ以上に入間市関連、警察関連等の会合の出

席要請があります。忙しかったのは、事実です。 

ここで一年間を振り返ってみますと 

楽しかった事、嬉しかった事、残念だった事、驚

いた事等、色々ありました。 

まず楽しかったこと：３月の韓国金浦ロータリ 

ークラブの障害者用車両の贈呈式でした。２泊３ 

日の短期間の訪問でしたが、その間、金浦 RC の 

メンバーと親しく行動をともにさせていただき 

ました。金浦市は人口２５万人、RC７クラブある 

のですが、なんと一年間で３２名の会員増強をし 

たとのことで、式当日は３２人目の若い新入会員 

の入会式も執り行われていました。会員増強への 

取り組み方について強烈な刺激をうけました。ま 

た、昔から学校での歴史のなかで、中国は親、朝 

鮮は兄、日本は弟に例えられると、教わりました 

が、まさしく日本の兄だなと実感しました。私の 

韓国に対する新しい認識が生まれました。大変勉 

強にもなった韓国訪問でした。 

残念だった事：４５名のスタートのつもりでし

たが、大崎会員と白水会員が退会されたこと 

大変だった事：ある会員から退会届の FAX が事 

務局へ届きました。解決するのは、会長と幹事 

の仕事だと先輩より聞かされて、説得を試みまし 

たがなかなかうまくいきませんでした。最終的に 

は小田会員に助けていただきました。大変感謝し 

ております。スタートの時期はそんな感じでした。 

公式訪問もおわり、１１月の５０周年記念式で 

は失敗しました。式典自体は大変素晴らしい式典 

ができたと思っております。司会を吉永会員と二 

人で担当いたしました。式典の後半部分で、加藤 

ガバナーを高橋ガバナーと呼んでしまい、閉会の 

言葉が開会の言葉になってしまいました。ガバナ 

ーには終了後お詫び致しましたら、「よくある事 

ですから」と、笑って言ってくれまして、心の大 

きさを感じました。 

次は驚いた事です：平岡会長エレクトが体調 

を崩され、次年度会長を断念されました。急遽、

次年度の会長の指名のため、指名委員会が召集さ

れました。当然、宮寺会員、吉永会員の何れかが、 

繰上げで指名されると考えておりましたが、繁田 

指名委員長より電話で指名されたときは、驚きま 

した。いろいろと私なりに他の方がふさわしいと、 

是非とお願いをしたのですが、最終的には受けさ 

せていただきました。 

嬉しかった事：3つあります。 

①１月大塚 拓会員が入会してくれた事 

②まだ入会３年未満の晝間会員が間野さん

を勧誘していただき、入会に至った事 

③若い繁田光会員が、青少年交換プログラム

の意義を理解いただき、留学生のホストフ



ァミリーを引き受けて下さった事 

一番辛かったのは、青少年交換のファーストホス 

トファミリーが決まらなかった時期でした。地区 

の中川担当委員長には、何度も催促の電話をいた 

だいていましたので・・ 

その様な訳で、一年間で一番感動したのは、平岡 

達也会員が「山岸、誰もいなかったら最初は俺が 

受けてやるよ」と言ってくれた瞬間でした。その 

相談をして決まらなく、解散した後の駐車場での 

別れ際の一言でした。車に戻ってからは、大粒の 

涙が堰を切って流れ出ていました。 

もうすぐ、来年度がはじまります。感動の多い 

一年を過ごせれば、と願っています。 

 一年間ありがとうございました。来年度も宜し

くお願い致します。 

 

細淵克則会長挨拶 

昨年の7月に

43 名でスタ－

ト致しました

が、最終例会で

は 45 名、2名の

純増になりま

す。会員増強委

員会の活躍あ

りがとうござ

いました。 

年度初めに会員の皆様にお願いした事があり

ます。「クラブは皆さんの為に、皆さんはクラブ

の為に」という事です。例会に参加する 1時間が

皆さんに有意義な時間であったなら、その時間を

クラブの為に奉仕して頂きたいというお願いで

した。幸い会員の皆さんのご協力により素晴しい

クラブ運営が出来ました。最大のご協力を頂いた

のは 50 周年記念式典と記念事業です。11/26、池

袋のホテルメトロポリタンで行なわれた式典に

は 160 数名の来賓・会員が集まり盛大に開催する

事が出来ました。ガバナーをはじめとする地区役

員・友情参加者・友好クラブ金浦ＲＣ等、多くの

皆様のご参加を頂き、会長幹事会をはじめ、色々

なロータリアンの方々からお褒めの言葉を頂き

ました。また記念事業として、環境に配慮したＬ

ＥＤ防犯灯の設置を行いました。この様な素晴し

い 50 周年記念式典・記念事業を行なう事が出来

ましたのも、大野実行委員長・山畑副実行委員

長・繁田記念事業部門委員長・水村記念誌部門委

員長をはじめとする全会員の奉仕の賜物だと思

います。 

運営面では、例会毎のプログラムを各専門委員

会にお願いをしました。プログラム委員会だけで

はなく、会員皆でクラブを運営して行く気持ちを

大切にしたかったからです。良い例会が出来たと

思います。個人的に心に残ったのは、圏央道入口

にあるロータリーの交通標語の看板の事です。こ

こ数年は樹木に覆われ看板を見る事が出来ませ

んでした。狭山警察署の鷲平署長に相談した結果、

伐採が行なわれ看板が復活しました。圏央道入口

を通る時には皆さんも見て下さい。次に金浦ＲＣ

とのマッチング・グラントです。私が国際奉仕委

員長の時、金浦ＲＣとの友好クラブの調印を致し

ました。岩崎年度に福祉車両のマッチング・グラ

ントの話しが持ち上がり、2年越しの活動の末の

成立、吉永国際奉仕委員長には本当に御苦労さま

でした。二つの国家・二つの地区・二つのクラブ

の合同の事業成功ありがとうございます。最後は

加藤社会奉仕委員長の活動による、福祉施設の訪

問です。友野会員の事業所「埼友会」に二三芳会

（小田会員の奥様）の皆様と慰問に行きました。

施設の皆さんの楽しそうな表情や歌声を今でも

忘れる事が出来ません。寄付やポリオ撲滅の協力

もさることながら、眼の前の感動に勝るものはあ

りません。 

最後にお礼を申上げたい方が 3名います。地区

に出掛ける度に石川パストガバナーにお会いし

ます。地区の役員である石川会員には本当に勇気

づけられ、色々な教えを頂きました。次に、50

周年の会長を受けて悩んでいた時に、齋藤金作会

員に適切な助言を頂きました。またクラブにとっ

て貴重な卓話を何度かお願いしました。最後に齊

藤福太郎会員です。昨年 7月の第１例会にお祝い

をお渡した時、突然喋らせて欲しいと言われマイ

クを渡しました。それは私（新会長）に対する激

励の挨拶でした。１年近く経った今でも、ありが

たい言葉だと心に残っております。 

会員の皆様、1年間ありがとうございました。深

く感謝申上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タイトル部分の写真はタイの風景です。 
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■ＲＩ会長：ジョン・ケニー        ＲＩ第 2570 地区ガバナー：加藤 玄静 
■例会日：木曜日 12：30～13：30   ■例会場：丸広百貨店入間店６Ｆ バンケット・ホール  Tel.04-2963-1111 

■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 

■会長：細淵 克則 幹事：山岸 義弘 会報委員長：粕谷 康彦 Email：iruma－rc＠jupiter.plala.or.jp  
第 ４7 号 ２６10 回例会 ２０１０年 ６月 24 日（木） 当番 滝沢 文夫 君

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

細淵克則会長挨拶 

会長の時間

はロータリー

の情報を伝え

るのが使命で

すと先週お話

しました今日

は奥様方に今

年の活動の一

部をお話した

いと思います。ロータリーの関係誌に「ロータリ

ーの友」が有ります。今年の３月号のロータリー

アットワークに５０周年記念事業の記事が掲載

されています。環境に配慮した LED 防犯灯を３年

間にわたり１２０其を設置します。ロータリーの

紋章がついた写真も載っています。 

地区の情報誌としては「ガバナ－月信」が有り

ます。こちらには、韓国の金浦ロータリークラブ

との間で行なわれたマッチンググラントによる

福祉車両の寄贈の記事が載っています。４月１０

日に行なった社会福祉施設の慰問もロータリー

の友に掲載される予定です。小田会員の奥様が主

宰する新舞踊を施設の方達に見て頂きました。こ

こに取上げられた活動はほんの一部でが、多くの

会員が一生懸命の各々の奉仕活動に取組んでい

ます。こうした活動が出来るのも、家庭や職場を

しつかり守って下さる皆様のおかげです。 
今日は雑誌を通して１年間の活動報告をしま

した。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
石川嘉彦パストガバナー挨拶 

信頼でき、お互いに尊敬しあえる仲間と、ご家

族と共に年度の最終例会の懇親会に参加するこ

とは一年間で一番うれしい時です。 先週の会長 
のご挨拶を聞いて、細淵会長がとても大きく感じ

ました。会長エレクトになられてから彼は相当ロ

ータリーの勉強をされました。会長の例会を重ね、

地区の行事に出るごとに成長される姿を見て、ロ

ータリーの持つ力を感じました。先週の例会のス

ピーチは見事でした。心より賞賛いたします。 
本年度は入間クラブにとって 50 周年という大
きな年度でした、大野実行委員長はじめ皆様の協

力で素晴しい記念式典が出来ました。 大きな事

業は金浦 RC とのマッチング・グラントでした。
国際奉仕委員長吉永さんはじめ皆様の苦労の結

果得た成果は見事でした。山岸君は次年度の青少

年交換ホスト・ファミリーの依頼に苦労されまし

たが全ての経過を知っていますがそれは言い尽

くせないほどの感動を私にくれました。ロータリ

ーの魅力は「感動」なのです。平岡達也君が第一

ホストを引き受けてくださいましたが、創立 105
年の国際ロータリーの真髄と入間クラブの誇り

を一番よく理解しておられるのは平岡達也君で

あることを再認識しました。 会場監督は大変権

威があるのですが SAA の役目は他人に対する
思いやりの心なのです。例会に集まる仲間が居心

地良いように気配りをする。西山 SAA はまさに
その見本でした。 
理事の皆様 各委員長の皆様 一年間ありがと

うございました。 

入間ロータリークラブ週報        Club Bulletin 
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