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●●●会長の時間       吉永章子会長 

６月 12 日(水)東松山の紫雲閣にて地区役員・

会長の合同会議が行われました。当クラブは５名

の出席です。ガバナーを始めガバナー補佐、「ロ

ータリーの友」地区代表委員、各部門委員長の事

業報告等があり、その後三年に一回開催される

「2013 年規定審議会報告」が 2570 地区の代表議

員として参加された加藤玄静（本庄 RC）PDG より

行われました。入間クラブはイリノイ州シカゴで

行われた「2013 年規定審議会」（4/21～4/26）終

了後、石川 PDG が即、クラブ運営に関係するポイ

ントを抜粋したレジメを会員に配布して下さい

ました。昨日の「2013 年規定審議会報告」は正

にこのレジメと同じです。只、素晴らしい事は保

存版になる判りやすく見やすい報告書が手わさ

れた事です。ご苦労されたと思います。 

 立法案 148 件(制定案、議決案含む)中､59 件が

採択され 7月 1日から効力を発揮します。標準ロ

ータリー定款は大幅な改正があり入間 RC は友野

会長エレクトを中心にポルトガルで行われる国

際大会終了後、RI の定款、細則に背馳すること

なくクラブ定款、細則の見直しが必要になります。 

 

■■■幹事報告        齋藤栄作幹事 

1. ロータリー補助金ニュース  
｢未来の夢｣の功績が認められロータリーにエ

ジソン賞（銅賞）が贈られました。 

エジソン賞とは米国で革新的な商品・サービ

ス・ビジネスリーダーなどを表彰する制度です。                

2. 新入会員候補者の田中快枝様の推薦に対し、理
由を付記した書面による異議申し立てがあり

ませんでしたので入会に向けて次のステップ

に移らせて頂きます。 
3. 訃報 
当地区パストガバナー新世代部門諮問委員の

鈴木勲二様6月 10日 14:55分永眠されました。
謹んでご冥福をお祈り申し上げます。 

 通夜 6 月 14 日(金) 18:00～ 朝霞市斎場 

  葬儀 6 月 15 日(土) 10:00～ 朝霞市斎場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

■■委員長報告  

親睦活動委員会         晝間和弘委員長 

6/27 吉永年度最終例会に多くの方の出席参加

宜しくお願いします。当日は送迎バスをお出し致

しますので後日、回覧＆ＦＡＸ致します。 

 

ロータリー情報委員会    細淵克則委員長 

第４回目の研修快を 6/17 に行います。講師は

吉沢会員です。その時に入間ＲＣ未来計画を検討

いたしますので、大勢の参加宜しくお願いします。 

 

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 25 名 67.57％ 67.57％ 

事前欠席連絡 9 名 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞     細淵克則ＳＡＡ 

新井格君～晝間さん前回は委員長報告ピンチヒ

ッターありがとうございました。間野尚君～6/7

りそなバンカークラブコンペで優勝いたしまし

た。滝沢文夫君～6/10 飯能信用金庫のゴルフコ

ンペにて飯能グリーンカントリークラブ 5 番ホ

ールでホールインワン。山岸義弘君～早退します。 

 本日\12,000    累計\1,156,430 
  
■回覧、配布物 

① 入間ＲＣ2012～2013 年出席表＆第４四半期 

② 第 19 回腕白相撲入間大会のご報告とお礼 

③ 6/27 吉永年度最終例会出欠表   
④ ロータリー補助金ニュース 2013 年 6 月  
⑤ 国際大会参加者の皆様へ；シドニー大会の登録 
⑥ 他クラブ週報・例会変更とお知らせ 
⑦ 6/17 Ｒ情報委員会研修会出欠表 
⑧ 週報 43,46 号  
 

■小委員会報告 (先週に引き続き) 

■環境保全委員会       間野尚委員 

大塚委員長は国会が忙しい為、私が変わってご

報告いたします。活動方針に基づき、加治丘陵保

全活動、入間市環境まちづくり会議への参加、又

第４７号 ２7６５回例会 ２０１３年 ６月１３日（木） 

■ 2012-2013 ＲＩ会長：田中 作次 
■ ＲＩ第 2570 地区ガバナー：鈴木 秀憲 

■ 会長：吉永 章子 幹事：齋藤 栄作  

■ 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 
 

■会報委員長：関谷 永久 

■当 番：馬路 宏樹 

■事務所：〒358-0023 入間市扇台 3-3-7 ハイツ斎竹 101 号  

Tel.04-2964-1700 Fax.04-2965-5788    

Email：iruma－rc＠jupiter.plala.or.jp 
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入間市ごみ減量化等推進協力会には 3/9 にあり

ましたセミナーに私が出席いたしました。 

■米山記念奨学委員会    豊田義継委員長 

 地区の勉強会に参加する事が出来、それなりに

勉強ができたと思っています。又、皆様のご協力

によって浄財が目標額に達成でき、ありがとうご

ざいました。出来なかった事としては、クラブ内

での米山奨学会の在り方についての勉強会を開

けなくて反省しております。また、奨学生がいな

かった為に交流やイベン

トが出来ず非常に残念に

思います。1年大変にお世

話になりました。 

 

 

 

 

■職業奉仕委員会      吉沢誠十委員長 

 「自分と自分の職業を常に磨く

事」を活動方針とさせて頂いたこ

とは、本年度鈴木ガバナーが言わ

れております「自分と自分の職業

を如何にレベルアップするか」を

会員の皆様に常に訴えていかな

ければいけなかった事であったと思います。現実

はその行動をとることは出来ませんでした。又、

会員による職業の卓話、会員企業への職場見学も

行えませんでした。計画の中で実現できたのは、

「四つのテスト」と健康管理委員会による健康に

関する卓話でした。大変不本意な委員会活動で委

員の皆様又、会長始め会員の皆様に対しまして本

当に申し訳なく思っております。 

 地区の活動で齋藤金作会員と加藤会員が「我等

の生業」に寄稿して頂きありがたい事でありまし

た。最後に「職業宣言」の推進と言うことも活動

計画に掲げさせて頂きましたので、遅ればせなが

ら本日テーブルに宣言書のコピーをお配りいた

しましたので、読んで頂ければと思います。 

■社会奉仕委員会      粕谷康彦委員長 

 3 月始めに社会奉仕、地域発展、

環境保全の共同事業で入間市児童セ

ンター子どもの広場に丸太ベンチ 5

台を寄贈しました。桧の丸太は滝沢

会員から提供して頂きました。 

3/16 の社会奉仕部門セミナーは最初に「さき

たま古墳」を視察してから開催されました。 

アイバンクの登録と体験談、クラブ支援事業より

八重桜の提供、ブライダル事業の報告、ロータリ

ー希望の風の奨学金等の話を聞いて参りました。 

 3/23には八重紅枝垂桜の苗木五本を田中市長、

吉永会長の出席をして頂き、下藤沢の中央公園、

なかよし公園に、それぞれ植樹いたしました。 

 5/18 は入間市環境街づくり会議総会に出席し

ました。環境保全の関係や生活に必要な環境づく

りに皆さんの一生懸命さが良く判りました。 

一年間ありがとうございました。 

「2013 年規定審議会に寄せて」  石川嘉彦会員 

本年行われた国際ロータリー規定

審議会は今までにない烈しい立法案

が提案されました。特に RI 推奨ロー

タリークラブ定款を変えなければな

らない重要な案件が採択されたこと

は思いもよらない出来事でした。強いものが生き

残るのではなく変化に対応するものが生き残る

と言うダーウィンの進化論を再認識しました。 

楽しい例会の必須条件は誰かが作ってくれる、上

げ膳据え膳の例会ではありません。自分がクラブ

の行事や運営、奉仕事業に積極的に参加して自分

で作る事がとても大切です。50 数年の歴史を持

つこのクラブに入会を許されたのですから思い

切り活躍して素晴らしいクラブを作りましょう。 

 
  
■国際奉仕委員会      忽滑谷明委員長  

当初は、国際奉仕関連委員会と

協力し、何か新たな支援活動を探

求したいと計画を立てましたが、

何も実現しないまま一年が経過

してしまいました。海外のＲＣと

の友好などはクラブとして複数年度かけて計画

する必要があると痛感いたしました。 

 関連委員会では関谷、滝沢、豊田委員長が各活

動方針また活動計画を立てられましたが、国際奉

仕委員長として何も監視、調整する事も無く、一

年を通し概ね計画通りに実施されたことは誠に

有り難く存じます。 

 飢餓ランチも数回実施いたしました。入間ＲＣ

から財団への寄付総額は、年次寄付＄5,250、恒

久寄付＄1,170、使途指定寄付＄790 でした。又、

米山記念奨学会への寄付は、普通寄付 156,000 円、

特別寄付 440,000 円です。ご協力ありがとうござ

いました。昨年 10 月には 9 月まで当クラブの米

山奨学生であった李宝雲さんの卓話、今年 3月の

ＩＭでは板木麻耶さんに留学生としての報告を

して頂きました。 

一年間ご協力、ご指導ありがとうございました。

■新世代部門委員会     西山祐三委員長 

今年度活動計画は、ＲＹＬＡ

(ロータリー青少年育成プログラ

ム)に参加するとインターアクト

年次総会に参加する。この 2点を

掲げました。 

新世代奉仕部門での重要であろう青少年交換

プログラムには当クラブは該当せず主だった活

動は有りませんでした。又、当初の活動計画 2点

も不参加でした。1月に新世代部門セミナーに参

加しましたが、インターアクトについては活動を

しているが、ＲＹＬＡ,そしてローターアクト等

は、殆んど活動はしてないクラブが多数であった。 

この 1年間、活動が出来ず大変申し訳なく思っ

ております。そして、皆様のご協力に感謝申し上

げます。 会報委員会（関谷・石川）

■■五大奉仕委員長 事業報告■■


