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≪8月プログラム≫ 

 

≪今月のお祝い≫ 

会員誕生日 
齋藤金作君 吉永章子君 
齋藤福太郎君 

夫人誕生日 石川桂子様 

結婚記念日 吉沢誠十君 
 

≪ビジター・ゲスト≫ 

米山奨学生          李 宝雲 様 

会長バッチ交換 

 

山岸前会長から 

    宮寺新会長へ 

  

 

 

 

 

■■■会長の時間        宮寺成人会長 

               （プロフィール） 

 私のプロフィールを簡単にご紹介致します。 

飯能市下直竹で昭和 27 年 1 月 15 日の「成人の日」

に生まれた関係で｢成人｣と名付けられました。 

昭和 49 年 3 月に明治大学政治経済学部経済学科を

卒業し、同 50 年 8 月に田中早苗公認会計士事務所

に就職、同62年 1月税理士事務所を開業しました。

８年後に念願の事務所を建て、その年摂田会員が会

長の時にロータリーに入会させていただき、現在に

至っております。 

田中公認会計士事務所に勤務した際所長室のド

アに貼ってありました「所沢ＲＣ職業奉仕委員会」

のポスターの言葉を読んで自分が今迄ＲＣに対し

て抱いていた素晴らしいイメージが結実されまし

た。それは・・・ 

私たちはプロ（職業人）である   

・健康でファイトを持て それがプロの第 1 課だ。 

・正確・迅速・誠実 それがプロの仕事だ。 

・プロには無駄がない 仕事にも、時間にも、経費

にも。 

・プロの世界は厳しい 仕事に甘さがあるうちは 

プロではない。 

・プロは職務に忠実であり、職務を通じて社会に奉

仕する。 

 

ＲＣに入会した際摂田会長から渡された4つのテ

ストの最初にある「真実かどうか」という言葉に先

ず驚かされました。 

会計処理の原則には 7つありその、その最初が「真

実性の原則」です。ＲＣが会計・税法と関係ないと

ころで真実を問うのは、人生において「真実かどう

か」が重要であり、「あなたは自分の人生をもう一

度考えてみなさい」と言われたような気がしたから

です。 

 今やクラブが 200 以上の国と地域に広がり、クラ

ブ数 3 万 3995、会員総数 121 万 3608 人となり、こ

れだけ広域で政治経済文化の違う人々の心を引き

付けるのは、多分「綱領」とその実践規範である「5

大奉仕」にあると思いました。 

ここにＲＣの原点があることを認識しながらこ

の 1年間活動致しますので、どうぞよろしくご指導

のほどお願い致します。 
■■■幹事報告       加藤国夫幹事 

第 1回理事会報告＜協議事項＞ 

1.8 月のプログラム 

 当番 内 容 

4 日 石川嘉 
会員卓話 パスト会長    

摂田会員 山根会員 

11日  クラブ定款により例会取止め   

18日 岩崎 
講師卓話 入間市防犯課    

高橋参事様他 

25日 上野 
講師卓話 地区会員増強・クラブ

拡大委員長 渋澤健司様 

2011-12年度 RI テーマ 
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 ■例会場：丸広百貨店入間店６Ｆ バンケット・ホール

Tel.04-2963-1111 

 ■2010-2011ＲＩ会長：カルヤン・バネルジー 
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 ■当番：新井 格 
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2.パーマネントファンド(半期 10＄以上)食事費よ

り飢餓ランチとして支払う 

3.旧年度最終例会会計報告 

4.ＨＰ更新の件 

5.入間市少年野球大会 7/24 出席 

6.事務局員夏季休暇 8 月 10・11・12 日 

7.入間青年会議所 35 周年 出席  

8.東日本大震災 車椅子９脚が集まりました、追加

の１脚分をニコニコより拠出 

＜報告事項＞ 

7/6(水)会長幹事会・万燈まつり実行委員会  

7/9(土)地区役員合同会議 7/10(日）米山奨学部

門セミナー・入間青年会議所 35 周年式典 8/1

（月）埼玉県暴力排除条例に伴うキャンペーン 

 

■■■委員長報告 

クラブ奉仕委員会       友野政彦委員長 

 プログラム委員長に代わりまして8月のプログラ

ムを発表致します。（本会報に記載） 

雑誌委員会          石川山治委員長 

横 5 ページＲＩ会長 22 ページ立原ガバナーのメ

ッセージ。その他横 39 ページ縦 2 ページ・16 ペー

ジを是非お読み下さい 

ロータリー美術館       齋藤金作委員長 

ガバナー訪問時のＲ美術館への出品依頼をお願

いしておりますが、ガバナーを歓迎する意味でどの

ような作品でも結構です。お待ちしておりますので

宜しくお願いします。 

社会奉仕委員会        齋藤栄作委員長 

災害復興支援の車椅子を 10 脚送ることになりま

した。6月 30 日東京西ＲＣが、現地視察に行き現場

のニーズが刻々と変わっているので早急に送る事

が肝要。当クラブとして７月 20 日頃までに送りた

い。 

新世代部門委員会       滝沢文夫委員長 

 青少年交換留学生 板木さんが 7 月 17 日(日)に

帰国されます。ＫＬＭ863 便 11：40 着の予定 お迎

えに行きますので宜しくお願いします。 

＜ニコニコＢＯＸ＞      諸井克彦ＳＡＡ 

宮寺成人君～会長として一所懸命励みますので宜

しくお願いします。加藤国夫君～幹事としてお世話

になります。石川山治君～山岸・関谷年度ご苦労様、

宮寺・加藤年度頑張って下さい。山岸義弘君、岩崎

茂君、吉永章子君、滝沢文夫君～宮寺年度スタート

心からお祝いします。頑張って下さい。石川嘉彦君

～元気出そうぜ東北。平岡達也君、後藤賢治君～宮

寺会長・加藤幹事 1年間宜しくお願いします。友野

政彦君～写真ありがとう。忽滑谷明君～早退します。 

本日¥49,000  累計¥49,000 
 

＜出席報告＞       晝間和弘出席委員長 

＊事前欠席連絡 3 名 

 

■■■会長・幹事・ＳＡＡ挨拶■■■ 

宮寺成人会長挨拶       

 ＲＩカルヤン・バネル

ジー会長は、まず自分自

身を見つめ直すこと「心

の中を見つめよう博愛を

広げるために」とテーマ

を掲げ、強調事項として

「家族・継続・変化」を

掲げました。立原ガバナーはロータリーを考え、ス

マートロータリー探して、と「ロータリーが生き残

る道を探すテーマ」を掲げられました。その手法と

して「ロータリーってなんですか もう一度あなた

に問いかけます」と結んでいます。 

私の今年度のテーマは「ロータリー・ロータリー・

ロータリー」としました。副題として「ロータリー

に入って変わりましたか」です。 

定款の 4条の綱領（目的）は、   

「①奉仕の機会として知り合いを広めること。 

②事業及び専門職務の道徳的水準を高めること。あ

らゆる有用な業務は尊重されるべきでるという認

識を深めること。そしてロータリアン各自が業務を

通じて社会に奉仕するために、その業務を品位あら

しめること。③ロータリアンすべてが、その個人生

活、事業生活および社会生活に常に奉仕の理想を適

用すること。 

④奉仕の理想に結ばれた、事業と専門職務に携わる

人の世界的親交によって、国際間の理解と親善と平

和を推進すること」と規定しています。 

これらを理解することこそロータリーを理解す

るうえで重要でありますので情報委員長に例会で

の研修をお願いします。 

今年度の「重点方針」は次の通りです。 

１．家庭集会の実施 ロータリー活動を理解し楽し

むには、事業に関する家庭集会を開催することが重

要です。 

２．会員増強目標 3名  クラブ維持のために増強

は不可欠です。 

３．効果的な広報活動の実施  ロータリークラブ

の認知度を高める努力が必要です。 

４．創立 50 周年記念継続事業の実施 ＬＥＤ防犯

灯の設置と月桂樹移植事業を最終記念事業として

行います。 

５．東日本大震災の被災者を支援する事業の実施 

 

６.会長は全ての委員会の委員になりますので、各

委員長に委員としての意見を申し上げます。 

 

①クラブ奉仕 全ての委員長とのコミュニケーシ

ョンをとってください 

会員数 出席数 出席率 前回修正率

42 名 33 名 81.0％ 82.9％ 



② 職業分類  7 月中に未充填職業を増強委員会

に報告願います 

③会員選考  3 人の増強予定ですので対応をお願

いします 

④会員増強  職業分類から業界代表として入会

を促していただきたい 

⑤ロータリー情報 「綱領」の研修例会を早い時期

にお願いしたい 

⑥出席 メーキャップがＲＣの勉強となりますの

で継続をお願いします 

⑦会報 例会記録である週報の発行をお願いしま

す 

⑧親睦活動 リスクを回避しながら震災地の支援

をお願いします              

⑨雑誌 感動したロータリーの友の紹介をお願い

します 

⑩プログラム 年間を見通しながらロータリー月

間を重要視して下さい 

⑪広報  マスコミとの接触、ホームページの更な

る充実をお願いします 

⑫ロータリー美術館 感性に刺激のある企画をお

願いします 

⑬職業奉仕 「道徳的水準を高める」具体的方法の

検討願います 

⑭健康管理  男性の 50％はガンでなくなります。

この研究をお願いします 

⑮社会奉仕  入間市に何を奉仕すべきか原点に返

り再考を願います 

⑯地域発展「地域発展とは何か」十分検討願います 

⑰環境保全 原子力発電等に対する情報提供をお

願いします 

⑱国際奉仕 「国際理解・親善・平和を推進する」

の再検討をお願いします 

⑲世界社会奉仕 書き損じはがき等身近な誰でも

できることからお願いします 

⑳ロータリー財団 奨学生の活躍の様子を紹介願

います 

21 米山奨学会 帰国後の奨学生の活躍の様子を紹

介願います 

以上ロータリーを勉強しながら会長職を努めます

ので、よろしくご指導のほどお願い申し上げます 

加藤国夫幹事挨拶 

今年度、宮寺会長の下幹事を

仰せつかった 

加藤でございます。 

幹事と言う役柄に恥じぬよ

う、汚さないように、宮寺会

長と二人三脚でこの一年間

務めさせて頂きます。 

幹事と言うのは会長の補佐役であり、私も、宮寺

会長が重責を十分に発揮できるよう、黒子役に徹し

て参りたいと思っております。今年度会長の強調事

項でもありますようにロータリーを楽しみながら

学んでゆく。それぞれの委員会での家庭集会を通し

て親睦を図りロータリーライフを楽しいものにし

ていく、私はそう理解しています。 

幹事と言う役職は自分で何かを決めて行動する

と言う事では有りませんので、クラブの定款クラブ

細則に付いても細心の注意を払いながら調和を大

切にし、よりよいクラブ運営の担い手になりますよ

うに頑張って行きたいと思っております。 

私の好きな言葉の 1 つに「一所懸命」があります。

結果については意識しませんが一所懸命頑張りま

すので宜しくお願い致します。 

諸井克彦ＳＡＡ挨拶 

 会場の秩序を保ち議事の

進行、会場への入退場、会場

設営、座席指定、食事の手配、

遅刻・欠席者の承認他を行い

ますが、私自身例会場におい

てリラックスできる場所を

提供して行くことが大事ではないかと思います。今

まで協力し合って何かを成し遂げるという経験は

あまりなくプライベートの「趣味」でも字のごとく

走り取って味わうと書くごとく競い合うものが多

く 1人相撲の点がありました。今まではその分輪の

中に溶け込めない面もあったかもしれません。不慣

れでは有りますが与えられた職務を全うしていく

所存です。ニコニコボックスも熱意を持って目標達

成に努めます。「輪の中の和」になってＳＡＡの役

割を果たして行きますので宜しくお願いします。 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加藤幹事  宮寺会長 諸井ＳＡＡ 吉永エレクト 

   

 

 

 

 

 

■回覧、配布物 

① 会員名簿一覧 訂正・追加等お願い 

② ガバナー公式訪問日程表 

③ 職業奉仕部門セミナー講演会のご案内 

④ 7/21 ガバナー公式訪問出欠表 

⑤ 全国ローターアクト研修会報告書 

⑥ 他クラブ週報・例会変更のお知らせ 

週報 46・47 号 

会報委員会（宅見・石川嘉・豊田）

1 年間宜しくお願いします


