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≪ビジター・ゲスト≫ 

米山記念奨学生 スヘバートル・ジャウフラント様 

外モンゴルから参りました。

中学から日本語を学びホテル

サービスに興味を持ち、今は西

武文理サービス経営学科で経

営･経済・ホスピタルサービス

を学んでいます。一年間皆様と

交流し成長 

できるのではないかと思っていますので温かく

見守って下さい。[カウンセラー吉沢会員と共に] 
■■■会長の時間       吉永章子会長 

3,4 月で IM や地区大会等の主要行事が全て終
了し、今年度残りの２ヵ月間を今日から又、新た

な気持ちで進めて参りますので宜しくお願いし

ます。さて 4/20,21は国際ロータリー第 2570地
区の地区大会でした。これは地区最大の行事です。

もともと国際ロータリーが行わせる行事であり

立案指導の責任は全て地区ガバナーの負うとこ

ろとなりますのでガバナーと実行委員長は神経

を使われたことと思います。入間ロータリークラ

ブの石川PGの時は音大のバッハバザールで行わ
れました。緑豊かな背景、内容共に印象的で今で

も鮮明に思い起こせます。参加されたロータリア

ン達に誇りと感激、そして多くの満足感を与える

事が出来ればこの大会は成功と言うことです。初

日は田中作次 RI会長代理、金杉誠様ご夫妻の歓
迎晩餐会。二日目は早稲田大学名誉教授・吉村作

治氏の｢あなたたちのピラミットをみつけて夢を

実現しよう｣の記念講演がありました。又、何よ

り嬉しかった事は齋藤金作会員が 50 年間 100％
例会出席で特別表彰を受けられ登壇された事で

す。出席は義務と言われていますが大変難しいこ

とです。ご参加頂いた皆様、２日間に亘り有難う

ございました。大変有意義な地区大会でした。 
2013 年 4 月から米山奨学生のスヘバートル・
ジャウフラントさんを一年間お世話させて頂く

事になりました。世話学生はモンゴル出身、西武

文理大学、学部 4学生です。愛称ジト―と呼んで
下さい。交流を深め国際理解と親睦が実りある様

にお世話いたしましょう。そしていつの日かモン

ゴルを訪問したいものです。 
■■■幹事報告          齋藤栄作幹事 

●地区大会は大変重要な会議です。ガバナーエレ

クト・ガバナーノミニーの紹介もありますし、

決議案も採択されます。特に本年度は決議第九

条で地区大会が 11/29(金)1 日開催と決定しま

した。又現在 4/20～26迄の間 3 年に 1 度開催

されていますが、次回の 2016 年に開催される

規定審議会委員に立原雅夫氏を選出する事が

決議第 12 号で決定。この様な重要性を事前に

もっと皆様に PR し出席率を高めるべきでした。 
 

●地区大会で配布された資料は次回例会で配布。 

●4/4の幹事報告訂正 
 ・地区補助金申請締切り 5月末日に訂正 
 ・5/8第 3G現会長・幹事会となります。 
①5/12 東松山 RC創立 50周年式典のご案内。 
②5/25 ロータリーの森清掃活動依頼 
③5/8  平成 25年度入間観光協会総会 
④5/13 狭山市・入間市暴力排除推進協議会 
⑤5/15 入間市市民憲章推進協議会総会 
⑥5/18 平成 25年度入間市環境まちづくり総会 
⑦9/5  カバナー公式訪問を入間 RC単独で開催 
■■委員長報告 

ＩＭ実行委員会       水村雅啓委員長 

 ＩＭの開催記録を本日お配りいたしました。岩

崎さん、加藤さん、忽滑谷さんには沢山写真を撮

って頂き写真中心の冊子が出来ました。皆様、一

年間本当にありがとうございました。  

会員増強委員会       宮崎正文委員長 

 先日の会員増強纏めの会でお話が

出ました方々への訪問を行って頂き

6 月迄に、もう一名の増強が出来る

様にご協力宜しくお願い致します。  

親睦活動委員会       晝間

和弘委員長 

5/30 の夜間例会の詳しい内容は、次回例会で

回覧いたします。又、6/27 は吉永年度の最終例

会を「豆腐屋うかい鷺宮店」を予定しております。 
 

■■地区役員現況報告■■ 
地区増強委員会       水村雅啓会員 

地区の増強委員会は、クラブ奉仕部門の一つと

して公共イメージ委員会と一緒に活動していま

す。８月が増強月間でもあり、前年度の早い時期

から委員会活動やセミナーを開催しています。本

年度３月現在の地区の会員数は、1749名で 27名
の純増です。2000名を割った 2007年から毎年減
少が続きましたが、少し下げ止まったところです。

増強はクラブ活力の源泉です。「ロータリアンが

世間から尊敬されるよう」自分たちの意識を高め

ることで、新会員獲得の方策としていきたいと考

えています。 
ロータリー財団奨学委員会   細淵克則会員 

 今年で３年目になります。主な活

動は①年 2回の地区セミナ－の設営

②国際親善奨学生の選考及び年５回

のオリエンテ－ションの実施③補助

金申請の審査、日本事務局への申請

④第一ゾ－ンセミナ－の出席⑤埼玉県知事への

表敬訪問⑥学友会との会議等。以上のプログラム

を推進する上で、7回から 8回の役員会が行われ

大変忙しい委員会です。さて、来年度からロータ
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リー夢計画が始まります。大きく変わるのは、実

行予算が地区補助金とグロ－バル補助金の二本

立てなる事です。R財団として最初にお願いした

い事はクラブと地区で覚書（MOU）を締結して頂

く事です。MOU を交さないとグロ－バル補助金が

申請出来ません。地区の補助金の使用にも支障が

発生いします。また MOU を結ぶには、今年初めに

行われた資金管理セミナ－にクラブから必ず 1

名が参加していないと MOU を結ぶ資格が出来ま

せん。そしてクラブには資金管理委員会を立上、

使用した補助金や帳票書類等を 5 年間管理保管

の義務が生じます(グロ－バル補助金は 10 年)。

来年度私は地区内のクラブの資金管理を管理監

督する委員長に就任します。また来年度の補助金

の締め切りは今年の 5 月 31 日までとなります。

クラブとしても申請する要であれば早めに検討

会をお願いします。 

米山記念奨学部門委員会    忽滑谷明会員 

2010 年より米山記念奨学部門
の地区役員を任されております。

役割は地区事業の運営、管理また

米山月間では各クラブに出向き、

当事業のご理解、また寄付のお願

い等を推進しております。去る４月６～７日には

新年度の奨学生に対しオリエンテーション及び

カウンセラー会議を実施いたしました。前年度の

当地区の寄付合計額は 26,458,815 円で一人当た
りの寄付額は 15,016 円です。これは全国３４地
区中１４番です。２７７０地区 埼玉県（南東部）
は 22,018 円で全国２番です。過去３年間の寄付
額によってその地区での受け入れ奨学生の数が

決定されますので、約半世紀継続している この
素晴らしい米山記念奨学事業へ、より一層の寄付

をお願いしたいと存じます。 
地区社会奉仕委員会      滝沢文夫会員 

1.［クラブ支援委員］地区の全ク

ラブで同じ社会奉仕を行う事で

ロータリーの PR 広報にもなる事

を目的として、各クラブに八重紅

しだれ桜の苗木を送り、各クラブ

で植樹をお願いしました。入間ＲＣにおいては市

役所の賛同を得て、市内の公園に植樹出来ました。 

2.［アイバンク］地区内ではまだアイバンクに一

人も登録していないクラブがあります。登録ゼロ

のクラブを無くす事を目標に行動しています。 

3.［世界遺産］石川年度から始まった「さきたま

古墳郡の世界遺産」担当では各クラブへのキャラ

バン隊行動を行っています。地区を超え 2770 地

区へもキャラバンします。支援をお願いします。 

4.［ブライダル］2570 地区のロータリアンのみ

ならず、そのお知り合いの方々のご子息、ご令嬢

を対象としたパーティー等を行っており、着実な

成果を上げています。該当する方がいらっしゃれ

ば、是非登録してください。 

 地区社会奉仕部門では 1 年間の各クラブの社

会奉仕事業の成果を纏めて貰う予定です。今後、

通知があると思われますが、宜しくお願いします。

又、各クラブの社会奉仕事業はロータリー財団の

地区補助金対象事業となります。次年度何をする

か考慮され申請されることが望まれます。 

「地区協議会に参加して」 

友野政彦会長エレクト 

 本年度地区協議会は 4/10 川越

西ＲＣをホストとして川越プリ

ンスホテルにて行なわれました。

当クラブからは西山次期年度幹

事、粕谷同クラブ奉仕委員長、荒井同職業奉仕委

員長、私の四名が出席いたしました。又、石川パ

ストガバナーの他、齋藤会員と忽滑谷会員が地区

役員として出席されています。点鐘は 14 時、閉

会点鐘(17 時の予定でしたが 30 分程超過しまし

た)まで各部会に分かれることなく１つの会場で

協議会は進行しました。鈴木ガバナーの挨拶、ガ

バナーノミニーの紹介に続き、中井ガバナーエレ

クトによる方針発表、各議案の決議と進みました。

この間、出席していた会長エレクトより議事の進

め方に対して異議申し立てがあったり、反対多数

で否決された議案があったりしましたが、概ね予

算は承認されています。この後、地区委員長の方

針発表がありましたが割愛させて頂きます。尚、

懇親会には出席しておりません。 

＜出席報告＞         新井格出席委員長 

会員数 出席数 出席率 前回修正率

39 名 29 名 78.38％ 83.33％ 

事前欠席連絡 2 名 

＜ニコニコＢＯＸ＞     細淵克則ＳＡＡ 

齋藤金作君～過日の地区大会に於いて「特別賞」

を受賞致しました。大変名誉な事でもあり、県で

初めての出来事でもあり、何事も No.1 になった

ということは良い事だったと感じております。諸

君の友情に感謝。岩崎茂君～水村実行委員長 IM
の記録素晴らしく纏めて頂きました。何より文章

の見事さに敬服いたしました 大役ご苦労様でし
た。加藤国夫君、忽滑谷明君～米山記念奨学生、

愛称ジトーさんようこそ入間 RC へ今日から貴女

は私たちの家族です。友野政彦君～妹が松本清張

賞を受賞しました。諸井克彦君～息子が一級造園

施工管理士を取得しました。関谷永久君～加藤さ

ん写真ありがとう。関根靖郎君、荒井正武君～早

退します。  本日\19,000    累計\1,010,050 

■回覧、配布物 

① ｢ロータリーの森｣奉仕活動参加のお願い 

② 武蔵野音楽大学コンサートカレンダー 

③ 国際交流 NEWS No.84 

④ ロータリー補助金ニュース四月 

⑤ 2012～13 年度第 7回 RYLA 報告書 

⑥ ネパール奨学里親申込み確認書 

⑦ 環境まちづくり会報 Vol.23 

⑧ 派遣学生四月次報告書 

⑨ 他クラブ週報・例会変更のお知らせ 

⑩ 週報 38,39 合併号 

会報委員会（石川・関谷）


