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≪今月のお祝い≫ 

  

「米寿」         斎藤福太郎会員 

 大正14年 7月 25日に生まれ、

40 歳の時にこの入間クラブに

入らせて頂きました。もう直ぐ

で 50 年となります。僭越なが

ら、これからも皆様方のご支援

宜しくお願い致します。 

「古希・今に感謝して」    吉永章子会員 

 いきとし生けるものすべて

に与えられるものは齢(よわ

い)です。先輩たちに対しては

“ボツボツこれからお伺い致

します”とお声掛けします。又、

後の方々には“お待ちしていま

す”とお誘いしています。でもこれらは決して追

いつけ追い越す事の出来ないルールがひかれて

います。古希を一つの節目として自分らしさを模

索していきたいと思います。 

 

≪ビジター・ゲスト≫ 

入間南ロータリークラブ 会長  澤田 平司 様 

入間南ローリークラブの 24

代目会長となり、本日はお忙し

い中の第一例会にお邪魔させ

て頂きました。入間クラブと入

間南クラブとは相互に今より

も多くの機会を持って遣って

行けたら好いのではないかと

思っております。一年間宜しくお願い致します。  

 

米山記念奨学生 スヘバートル・ジャウフラント様 

 

≪7 月プログラム≫ 

 当番 内 容 

4 日 新井 会長・幹事・ＳＡＡ挨拶 

11 日 荒井 第２回クラブ協議会 

18 日 石川 各小委員長年度計画発表 

25 日  新旧役員慰労激励会 

≪8月プログラム≫ 

 当番 内 容 

1 日 岩崎 会員卓話 

8 日 上野 講師卓話           

15 日  クラブ定款により例会取止め 

22 日 大塚 講師卓話  

29 日 大野 第３Ｇガバナー補佐訪問     

 

会長バッチ交換 
 

吉永前会長から 

   友野新会長へ 

 

 

■地区からの感謝状 

石川嘉彦会員・水村雅啓会員・平岡達也会員 

細淵克則会員・忽滑谷明会員・滝沢文夫会員 

 

●●●会長の時間       友野政彦会長 

 改めまして皆様今日は。伝統ある入間ロータリ

ークラブの５５代目会長に就任させていただき、

その責任の重さを痛感しております。私はクラブ

在籍１５年目になりますが、これまで多くの尊敬

すべき先輩たちに親切なご指導を受けてまいり

ましたことをとても感謝しております。しかし未

だ勉強不足の為不明なことも多々あります。この

１年間会長職を全うするためには、まず自分自身

が努力することは勿論ですが、会長一人では何も

出来ません。西山幹事をはじめ共に運営に携わる

役員の皆様、そしてクラブを盛り立てていただく

会員誕生日 
齋藤金作君 吉永章子君(古希) 
田中快枝君  齋藤福太郎君(米寿)

夫人誕生日 石川桂子様 

結婚記念日 吉沢誠十君 

 

 

■会報委員長：関谷 永久  ■当番：新井 格 

■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 

１号 ２76８回例会 ２０１３年 7月 ４日（木）

2013-14年度RＩテーマ 

■ 2013-2014 ＲＩ会長：ロン Ｄ. バートン  
■ ＲＩ第 2570 地区ガバナー：中井 眞一郎 

■ 会長：友野 政彦 幹事：西山 祐三  

■ 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 

 

入間ロータリークラブ    
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各委員長さん、さらには会員の皆様のご支援とご

協力があって初めてクラブ運営が出来るのです。

またパスト会長様のご指導も賜りますよう御願

いいたします。どうぞ一年間宜しく御願い申し上

げます。尚、回覧しておりますが地区より

2013-14 年度ガバナーノミニーの報告がありま
した。本庄ロータリークラブ所属の高柳育行氏

（1953年生れ）です。詳細は回覧をご覧下さい。 
●幹事報告         西山祐三幹事 

第 1回定例理事会報告＜協議事項＞ 

1.田中市長を名誉会員に推薦する件 

2.8 月のプログラム 

3.パーマネントファンド年 30＄以上(R 財団半期

毎15＄以上)食事費より飢餓ランチとして支払 

4.前年度最終例会会計報告 

5.事務局夏季休暇の件 

6.繁田昌利会員、退会の件 

7.ホームページ更新、パソコン教室マウスへ依頼 

8.入間市ゴルフ協会年会費 10,000 円の件 

9.入間市少年野球夏季大会 お祝金 5,000 円 

 ＜報告事項＞ 

① 7/ 3 入間万燈まつり実行委員会 
② 7/10 地域交流研修会 

③ 7/12 夏の交通事故防止運動出陣式 

④ 7/13 米山記念奨学委員会 

 

●委員長報告  

親睦活動委員会          間野尚委員長 

7/25 の新旧役員慰労・激励会(武蔵クラブ)に

大勢の参加お待ちしています。 

雑誌委員会        水村雅啓委員長 

本年度、雑誌委員長になりました。一年間よろ

しくお願いします。「ロータリーの友」新年度の

巻頭を飾るのは、アメリカ・ノーマン RC のロン

D・バートン新 RI 会長の記事です。オクラホマ大

学の財団理事長を 30 年近く務めたバートン会長

の人となりをお読みください。また、日本の３４

地区のガバナーの紹介も載っています。 

プログラム委員会      晝間和弘委員長 

7,8 月のプログラムは表記どおりです。一年間

宜しくお願いいたします。 

 

ロータリー財団地域セミナー報告 

 細淵克則委員長 

7/2 ロータリー財団地域セミナー(ZONE1‐2-3）

がグランド、プリンス高輪で開催されました。当

地区から中井ガバナー、坂本 Gエレクト、地区幹

事と松本部門委員長以下財団のメンバ－で出席

しました。主催者、来賓の挨拶に続き｢2013-14

年度ロータリー財団目標｣｢ロータリー世界平和

フォーラム広島｣の御礼が有りました。13-14 年

度より新たに恒久基金/大口寄付アドバイザ－を

設け活動が始まりました。当日は東京白金のガバ

ナーが 2,500 万円の寄付を申し出てアーチ C、ク

ランフ・ソサエティ会員になりました。「規定審

議会における財団関連立法案に関する報告」、エ

ンド・ポリオ・ナウではポリオの感染状況と 2018

年に終息宣言が出来る様に、寄付のお願いが有り

ました。当 2570 地区から出ているロータリー平

和フェロ－8期生、熊谷在住の金子由香さんの「パ

レスチナ・ガザの人々に寄り添って」の報告が有

りました。パレスチナではイスラエルにより、長

さ 735ｋｍ高さ 8ｍ(ベルリンの壁は 43ｋｍ・3ｍ)

の壁が作られ、完全に外部と遮断されています。

ガザ地区では国境は完全にイスラエルの管理下

に有り、海上封鎖も行われています。しかしパレ

スチナの人々は、仕事が無くイスラエルの壁作り

やイスラエル人のパレスチナ地区の違法な入植

者の為の住宅建設をしているのが現状です。経済

はイスラエルに頼っており、重要な水資源もイス

ラエル側に有ります。この様な地域で金子さんは

母子の健康指導や平和の為に活動しています。こ

れからも金子由香さんを応援したいと思います。
 

 

＜出席報告＞       木下登出席委員長 

＊ 事前欠席連絡 3名 
 

＜ニコニコＢＯＸ＞    滝沢文夫ＳＡＡ 

澤田平司様～本日はお世話になります。石川嘉彦

君～田中快枝さん入会おめでとうございます。ロ

ータリーを楽しんで下さい。友野政彦君、西山祐

三君、滝沢文夫君～一年間宜しくお願い致します。

友野政彦君、西山祐三君～澤田会長ようこそ１年

宜しくお願いします。吉永章子君～友野年度にバ

トンタッチできました。岩崎茂君～友野年度いよ

いよスタート心よりお祝いします。関根靖郎君～

友野会長・西山幹事今年頑張ってください。斎藤

福太郎君～お蔭様にて八十八歳を迎える事が出来

ました。加藤国夫君、関谷永久君～澤田新会長お

忙しいところありがとうございます。荒井正武君

～ようこそ澤田会長･遅れました。田中快枝君～友

野会長､会員の皆様には色々お世話になります。 
晝間和弘君～早退いたします。 

本日¥69,500  累計¥69,500 
 
■回覧、配布物 

① ロータリーの友 7月号 

② ガバナー月信7月号 (石川会員が第2770地区       

よりお借りしたのを回覧) 

③ 前年度ＲＩ2570 地区収支明細と御礼 

④ 第２回いるま環境フェアー協賛御礼 

⑤ 7/25 新旧役員慰労・激励会出欠表 

⑥ 国際ロータリー細則第 13 条による公表 

⑦ 日高ＲＣ花家孝之様からの写真展お知らせ 

⑧ 8/22 入間市ゴルフ協会コンペ開催のお知らせ 

⑨ リスボン国際大会での写真(加藤会員より) 

⑩ 他クラブ週報＆例会変更等のお知らせ 

⑪ 48,49 号週報 

会員数 出席数 出席率 前回修正率

39 名 29 名 76.31％ 76.92％ 
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●2013～2014 会長･幹事･ＳＡＡ挨拶 
 

友野政彦会長挨拶 
私が会長に就任さ

せていただきました

この年度は｢変革｣の

時であるといえるで

しょう。皆様既にご

存知のように「未来

の夢計画」が完全実

施となりロータリー

財団が大きく変わり

ます。この変革へは迅速に且つ慎重に対応するつ

もりです。更に中井眞一郎ガバナーは、この背景

にある「重点項目への注力と事務の簡素化」は財

団補助金のみならず地区やクラブの業務全般に

及ぶものであるとの意思で変革に取り組んでい

ます。具体的には行事やセミナーの簡素化、月信

や報告書をペーパーレスで行うことであり、これ

によって地区賦課金が大幅に減額となりました

のでクラブ運営は財務面で楽になりました。その

一方で戸惑いを感じることが少なくないのも事

実です。地区協議会は通常と異なりましたし公式

訪問も合同で行なう予定でした。 
 変革の時代にも継承すべきものがあります。５

４年の歴史と伝統に養われた品格こそ大切に受

け継がれるべきものと思っております。このこと

を念頭に運営に当たらせて頂きます。 
 

西山祐三幹事挨拶 
入間ロータリークラ

ブ、第 55 代友野年度で

幹事という大役を仰せ

つかり、役の重さをひ

しひしと感じていると

ころです。 

 4 月 10 日に地区協議

会がありましたが、今

年度はガバナー方針に

より、各クラブから、数名程での参加との事で、

友野会長、粕谷クラブ奉仕委員長、荒井職業奉仕

委員長、そして私が行って参りました。従来の各

部門別セミナーは行なわれず、私としては地区協

議会で勉強させて頂く予定が狂ってしまいまし

た。従いまして、最近、手続要覧、クラブ幹事要

覧を読んでおるところです。 

幹事としての主な責務は、クラブの効果的な運営

を支える事となっております。 

まずは、会長を補佐し、クラブ役員と協力し、例

会、或いは移動例会等をスムーズに運営してまい

りたいと思います。 

その他 幹事には、以下のような責務があります。 

１.会員記録を整理し、保管する。 

１.例会、理事会会合、委員会会合などの諸会合

の通知を送る。 

１.例会、理事会会合、委員会会合の議事録を作

成し、保管する。 

１.会員半期報告書（SAR）をはじめ、RI と地区

への提出が義務づけられた報告書を作成し、7

月 1 日と 1月 1 日に RI への分担金を支払う。 

１.例会の出席を記録し、月ごとの出席率を毎月

最終例会の後 15 日以内にガバナーに報告。 

１.クラブ役員と協力する。 

１.幹事によって行なわれている、その他の通常

任務を遂行する。 

 幹事とは、全ての面で精通をしてなくてはなら

ないものと痛感しましたので、今後、知識を得る

べく努力して参りたいと思います。皆様方のご指

導、ご協力を賜りまして 1年間務めて参りたいと

思います。どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

 

滝沢文夫ＳＡＡ挨拶 
本年度(友野年度)のＳＡＡを仰せつかりまし

た滝沢です。SAA はタイムコントロールや例会の

食事や座席の指定が主な仕事となります。本日の

食事は第 1例会にあたり、会長幹事には 1年間を

元気に働いていただこうとの趣旨でカツ重にい

たしました。 

さて、SAA とは日本語にしますと会場監督とな

りますが、会場監督は会員の皆様をコントロール

しなければならない重要な役割を担っています。 

色々と調べましたところ、SAA は例会場の管理権

者であることから、会長経験者及びロータリアン

として経験が深い会員の中から任命されること

が望ましいとされているようです。そのようなこ

とからすれば、私のような者 SAA が務まるか心配

でございますが、会長よりのご指名でございます

ので１年間その職を勤めていく所存です。 

皆様の温かいご支援とロータリーならではの

寛容の精神に支えていただき頑張る所存です。 

本日の食事はともかく、次回からは毎回が飢餓ラ

ンチの如くになって仕舞うやも知れませんが、よ

ろしくお願い致します。又、前年度のニコニコボ

ックスは予算の100万円を2割も上回る120万円

になりました。今年度の予算も 100 万円ですが、

これを上回るようになればと考えております。 

簡単な挨拶になりましたが、今年度１年間どう

ぞよろしくお願い致します。 

(滝沢ＳＡＡの写真掲載は、会報担当古川のミス

により掲載が出来なく、申し訳ありません) 
 
  
  

会報委員会（関谷・平岡・忽滑谷）


