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■会報委員長：石川 嘉彦 ■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 

2014-15 年度 RＩテーマ 

第 1号 ２８20回例会 ２０１４年 7月  3日（木） 

 

 

 

 

 

吉永会員より花束贈呈 

 

＜今月のお祝い＞ 

会員誕生日 
齋藤金作君 吉永章子君 

田中快枝君 齋藤福太郎君 

夫人誕生日 石川桂子様 

結婚記念日 後藤健君  吉沢誠十君 
 

＜７月プログラム＞ 

 

＜８月プログラム＞ 

 

＜ビジター・ゲスト＞ 

米山記念奨学生 アリカム･アキラム様 
 

入間南ロータリークラブ 会長 吉田 譲二 様 

入間南ロータリークラブ 25 代会長

に就任し、無事スタートできホットし

ています。楽しい交流が出来ます様、

全力で取り組んで参りますのでよろ

しくお願いします。 

入間南ロータリークラブ 幹事  西澤 正夫 様 

根っからの体育会系の男ですが、

吉田会長に一生懸命付いて参りま

す。一年後に良く遣ったと言われる

様、頑張りますので、ご指導改めま

して宜しくお願い致します。 

 

バッチ交換 

友野前会長から加藤新会長へ 

 

 

 

 

 

 

 
 

●❁●会長の時間 加藤国夫会長 

いよいよ今日から新年度が始まりました、会員

の皆様にはこの一年間ご指導ご協力のほど宜しく

お願い致します。今年度 RI 会長「ゲイリーC.K.

ホアン」さんのテーマロータリーに輝きを・2570

地区ガバナー坂本元彦方針「ACTION」学んで行動

しようです。入間 RCでは「温故知新」です、これ

に照らしたクラブ運営を進めてまいります。今年

度はクラブ協議会の方法が従来とは違っておりま

すので説明させていただきます。 

2014～2015年度ガバナー公式訪問について 

クラブ協議会は従来の発表形式ですと各専門委員

会の委員長さんから出されている、年度計画書に

書かれている内容について読み上げまとめて頂き

ましたが、今年度のガバナー訪問時には、読み上

げる必要はないとの事です。委員会活動に問題点

があれば発表をお願いします、との事ですが特に

この件についての問題点はないと思いますので、

ここでは発表いたしません。 

現在のロータリーの最も重要な事柄について、

効果的なクラブになる為に今行っている取り組み

等を代表者から発表し、その後全員参加型の RLI

方式で討論会をする。これは難しいと思われます

ので、今、入間ロータリークラブで、最優先課題

とされている問題について、四つのブロックに分

かれ RLI（ロータリーリーダーシップ）DLによる

討論会を行います。行うに当たり各ブロックごと

 当番 内 容 

3日 新井 会長・幹事・ＳＡＡ挨拶 

10日 荒井 第２回クラブ協議会 

17日 石川 ガバナー補佐訪問 

24日 岩崎 ガバナー公式訪問 

31日  新旧役員慰労激励夜間例会 

 当番 内 容 

7日 上野 増強委員会員卓話 

14日  クラブ定款により例会取止め 

21日 大塚 講師卓話 AEDの取り扱い等 

28日  納涼移動例会（夜間例会） 

■ 2014-2015 ＲＩ会長：ゲイリーC.K.ホァン  
■ ＲＩ第 2570地区ガバナー：坂本 元彦 
■ 会長：加藤 国夫 幹事：滝沢 文夫 
■ 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 
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2 

 

にリーダー・書記発表する人を選任して頂きます。 

① 会員増強と退会阻止について 

② 社会奉仕活動について 

③ 職業奉仕活動について 

④ R財団・米山について 

四つのグループに分かれて頂き討論会をお願い

いたしますので、ガバナー訪問日には全員参加の

お気持ちで重ねてお願いいたします。 

 

●幹事報告 滝沢文夫幹事 

第 1回定例理事会＜協議事項＞ 

1.田中市長を名誉会員にする件 

2.８月のプログラムについて 

3.パーマネントファンド年３０ドル以上は上期、

下期食事費より飢餓ランチとして支払う 

4.前年度最終例会会計報告 

5.入間市少年野球大会 御祝金 ５０００円 

6.R 財団地区補助金による奉仕活動について ク

ラブ拠出金３５万円とする 

7.事務局夏季休暇 8/11，8/13，8/14とする 

8.前年度ニコニコ BOX 残金￥387,652 をクラブ基

金に入れる承認。 

＜報告＞ 

① 7/12(土)米山記念奨学部門セミナー 

加藤会長、忽滑谷部門委員長出席予定 

② 7/26(土)クラブ奉仕部門 第１回公共イメー

ジ委員会セミナー 加藤会長出席予定 

③ 7/27(日)青少年奉仕部門 インターアクト年

次大会 吉沢会員出席予定 

④ 8/30(土)地区社会奉仕、職業奉仕、国際奉仕 3

部門合同セミナー 

⑤ 9/13(土)地区青少年奉仕部門セミナー 

⑥ ７月のロータリーレート$1＝￥102 

⑦ 7/3(木)地域交流研修会 

加藤会長、滝沢幹事、粕谷エレクト出席予定 

⑧ 7/4(金)入間万燈まつり実行委員会 

粕谷エレクト出席予定 

⑨ 7/8(火)第３回社会福祉協議会評議委員会 

友野会員出席予定 

⑩ 7/20(日)入間市少年野球夏季大会 

新井会員出席予定 

＜お願い＞ 

1.上期会費の納入よろしくお願いします。 

2.年度計画書及びバインダーをお持ち帰り下さい。 

 

●委員長報告 

会報･雑誌委員会 石川嘉彦委員長 

ロータリーの友 7月号は 7ペー

ジより国際ロータリー会長 C.K.

ホワン（台北 RC所属 67歳保険

業）の「ロータリーに輝きを」の

テーマについて詳しく掲載され

ています。また各地区の事務所、

ガバナーのプロフィールが掲載

されており、いわば保存版と言えます。P24には

坂本元彦ガバナーのプロフが有ります。縦組みは

楽しく参考になる記事が沢山あります。特に「卓

話の泉」はどれも興味が有りますが今回は P73｢坐

と座｣をお読み下さい。 

私達は馬路会員の長徳寺で座禅の体験が有りまし

たので特に親しみを感じました。 

親睦活動委員会 大野賢次委員長(担当馬路会員) 

今年は当番制で報告させて頂きます。本日は馬

路会員より今月 31日の夜間例会のご案内です。新

旧役員慰労激励会は 7月 31日に場所を「魚いち」

にて行います。18:30 点鐘です。皆様の参加を心

よりお待ちいたしております。 

プログラム委員会 大野賢次委員 

7月、8月のプログラムは表記通りです。尚、今

年は早々と親睦旅行を高山祭に合わせ 10 月の

9,10日に決めましたので、多くの皆さんの参加宜

しくお願い致します。 

ロータリー美術館 山岸義弘委員長 

今年もガバナー公式訪問でのロータリー美術館

をご案内させて頂きます。宜しくお願い致します。 

前年度出席委員会 木下登委員長 

昨年度の最終出席確定表があります。又事務局

にも届けておりますが、心配な方は私に問い合わ

せ下さい。細かいデーターを報告させて頂きます。 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 忽滑谷明ＳＡＡ 

入間南ＲＣ吉田譲二様、西澤正夫様～宜しくお願

い致します。加藤国夫君、滝沢文夫君、忽滑谷明

君～１年間宜しくお願い致します 入間南ＲＣ吉

田会長、西澤幹事ようこそ。石川嘉彦君～加藤会

長、滝沢幹事いよいよですね！全力投球でお願い

します。岩崎茂君～加藤年度のスタートお祝い申

し上げます。摂田順一君～会長・幹事・ＳＡＡ・

エレクト１年間宜しく。平岡達也君、粕谷康彦君、

西山祐三君～加藤会長・滝沢幹事１年間宜しくお

願い致します。吉永章子君～加藤年度出発おめで

とうございます 吉田会長・西澤幹事いらっしゃい

ませ 加藤さん写真ありがとう。大野賢次君、齋藤

栄作君、後藤健君～吉田会長・西澤幹事ようこそ

加藤さん写真ありがとう。山岸義弘君、吉沢誠十

君～吉田会長・西澤幹事１年間のご活躍お祈り申

し上げます。田中快枝君～本年度出席委員長を遣

らせて頂きます 皆様の出席をお待ちしています。

齋藤金作君、山根宏夫君、友野政彦君、摂田順一

君、関谷永久君、後藤賢治君、木下登君、晝間和

弘君、新井格君、馬路宏樹君～加藤さん写真あり

がとうございます。 

本日\68,000 累計\68,000 

 

 

＜出席報告＞ 田中快枝委員長 

会員数 出席数 出席率 前回修正率 

39名 33名 86.0％ --- 

事前欠席連絡 3名 
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●加藤国夫会長挨拶 
このたび歴史と伝

統のある入間ロータ

リークラブ第 56代会

長に選任され、クラ

ブ運営を託された訳

で改めてその責任の

重さを感じるととも

に大変身の引き締ま

る思いです。歴代会長さんの様には参りませんが

私なりに頑張ります、宜しくお願い致します。 

私の座右の銘にしております「なるようになる、

全力を尽くせ」これは武者小路実篤の格言であり

ますが、私はこの名言を大切にして何事において

も全力で立ち向かう、この気持ちだけは大事にし

たいと思って日々努力致しております。ただ大切

な事を置き去りにして走ってしまう事があるかも

知れません。その節はロータリーの寛容の精神を

もってお許し頂ければ幸いです。 

私は3月16日会長エレクト研修セミナー並びに地

区研修協議会において得た事をふまえ、2014年―

2015年度入間 RCのテーマとして 

「温故知新」を揚げさせて頂きました。過去の歴

史を勉強することによって足元をしっかりと見据

えロータリーの、使命でもある奉仕の精神をまい

進してまいります。その礎となるのがロータリー

の「友情と寛容」この価値観を皆さんで共有し努

力を継続してこそ親睦活動、会員増強にも繋がる

と信じております。今年度の強調事項として増強

と並び退会防止に会員一人ひとりの使命とお考え

頂きご協力お願いします。ロータリーの目的の 2

番目に「職業上高い倫理基準を保ち、役立つ仕事

はすべて価値あるものと認識し、社会に奉仕する

機会としてロータリアン各自の職業を高潔なもの

にする事」とあります、倫理観を持って奉仕活動

を行ってまいります。地域社会の奉仕活動に、汗

をかき目に見える活動を行う事により入間 RCの

認知度の向上に繋がる。具体的には地域の小中学

校の児童生徒の社会体験を通して環境保全運動。

人とひとの絆の大切さをつちかう一助となる支援

となれば幸いです。 

結びに、当クラブは創立以来 56年、55周年記

念を迎える年度となります。培ってきた歴史と伝

統を考え節目の年度となれば幸いです。 

 

■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 

③ ロータリーの友電子版のご案内 

④ 埼玉県腎・アイバンク協会総会資料 

⑤ 2014-2015年度公式訪問時のお願い 
⑥ 国際ソロプチミスト埼玉カメリア１０周年記念誌 

⑦ 国際交流ＮＥＷＳ No.８９ 

 

 

●滝沢文夫幹事挨拶 
加藤年度の１年間幹事

を務めさせていただくこ

ととなりました滝沢です。

よろしくお願いいたしま

す。昨年度は SAAを務めさ

せていただきましたが、席

が左から右に移動したわ

けですが全くと言えるほ

ど景色が違います。 

さて、先ほどお客様の入間南ロータリークラブ

吉田会長様はやっとご自分のペースで動けるよう

になったと言われましたが、私は自分のペースで

は全く動けないと思っています。今の私は、会長

について行く事に精一杯です。今年１年間会長が

何をなされたいのか、そのためには何をしたらよ

いのか、必死でついて行くだけだと考えます。 

前年度の西山前幹事が仰っていましたが、幹事は

良い女房になれるかどうかとの事でした。１年後

によくやったねと言われるか、よくできたねと言

われるか、離婚されないように頑張りますが、時

に間違えそうになりましたら皆様のご意見をお願

いします。まだまだロータリー歴の浅い私ですが、

どれだけロータリーを理解していけるか、どれだ

け加藤会長をフォローできるか一層勉強しなけれ

ばならないと覚悟しております。 

１年間よろしくお願いいたします。 

 

●忽滑谷明ＳＡＡ挨拶 
会場監督として、伝統あ

ふれる入間ロータリーク

ラブの気品と風紀を守り、

リラックスした親睦ムー

ドあふれる例会になるよ

う努めます。 

事務局、当番会員の協力

を頂き、例会場の設営、マ

ネージメントを致します。

また、来訪者に対しては、訪問時の歓迎ばかりで

なく、退室時の歓送も忘れずに配慮致します。 

一年間宜しくご協力の程お願い致します。 

 

 

 

 

⑧ 地区第 3グループ室伏秀樹Ｇ補佐よりお便り 

⑨ 中井前ガバナーより DVD送付と任期末ご挨拶 

⑩ 7/31新旧役員慰労激励会出欠表 

⑪ 7/26Ｒ財団環境クリーン作戦出欠表 

⑫ 他クラブ週報＆例会変更のお知らせ 

⑬ 入間ＲＣ会員名簿確認訂正願い 

⑭ 週報 48,49号 

■■■2014～2015会長･幹事･ＳＡＡ挨拶■■■ 

会報･雑誌委員会（石川･森田･荒井･関谷） 


