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■会報委員長：石川 嘉彦 ■当番：西山 祐三 
■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 6号 ２８25回例会 ２０１４年 8月  7日（木） 

 

 

 

 

 

  

＜ビジター・ゲスト＞ 

米山記念奨学生 アリカム･アキラム 様 

2011-2012国際親善奨学生 工藤 聖彦 様 
 

≪今月のお祝い≫ 

会員誕生日 森田英郎君 後藤健 

夫人誕生日 
齋藤純江様 荒井和子様 

関根保子様 

≪9月プログラム≫ 

 

●❁●会長の時間 加藤国夫会長 

先週の新旧役員慰労激励会には多数の方の

ご出席頂き誠にありがとう御座いました。お陰

さまで楽しく美味しいお酒を酌み交わしなが

ら親睦を深めて頂いたと思っております。 

7/26 日第 1 回公共イメージセミナーがあり、

岩崎広報委員長と共に参加して来ました。ロー

タリーの公共イメージアップについてコーデ

ィネーター鈴木秀憲 PG からの話の内容をかい

つまんで話をさせて頂くと、ロータリーの奉仕

活動についてはさりげなく PR して頂く事が大

事であると言っておりました。言うなれば

「ISERVE」ロータリーの基本理念にもとづいて

行動していく事だろうと思います。続いて基調

講演「ロータリーイメージ戦略とネットの活用」

と題して小林司氏(元楽天執行役員)の講演後、

各グループ別での討論会、第 3グループではガ

バナー補佐、水村さんが加わり討論会となり、

内容説明発表でセミナー終了でした。 

 

鈴木 PG の｢ISERVE｣理念だけでは、近年公共

イメージアップが叫ばれている中ではそうは

いかないのではないかと思いますが、先週行い

ました地域の青少年健全育成推進会の後援事

業として参加した入間川河川敷クリーン作戦

事業に対しての支援活動などは極めて質の高

い公共イメージアップの一歩だと思います。 

今月は会員増強及び拡大月間です。会員増強

に最も効果的なのは、公共的イメージアップと

言われていますが、従来のリストの見直しに合

わせて会員増強委員会を中心とし、会員一人ひ

とりの力を結集して頂き候補者擁立を計り、実

効性のある候補者リストアップが大事です。年

度終了後には純増 2名としており日々の努力を

お願いします。9 月中には訪問状況等の計画書

として行動に移せる様にお願いします。 

●幹事報告 滝沢文夫幹事 

第 2回定例理事会報告 ＜協議事項＞ 

1.９月、１０月のプログラムについて 

2.前年度会計決算 

3.R財団寄付  

①会員協力寄付 年 50$以上（半期毎 25$以上）

②使途指定寄付 年 20$以上（半期毎 10$以上） 

4.米山寄付 年間 4千円以上(半期毎 2千円以上） 

5.万燈まつり協賛金 10,000円 

6.出席免除申請 摂田・関根・平岡会員 

7.新旧役員慰労激励例会会計報告 

8.米山秩父音頭まつり参加登録料 10,000円（宿

泊なし 5.000円）をクラブより拠出承認 

＜報告＞ 

1.RI人頭･地区分担金支払年度計画書 73頁参照 

2.8/14(木)・8/15(金)秩父音頭まつり  

忽滑谷会員、木下会員，アリカム君出席予定 

3.8/23(土)クラブ研修リーダーセミナー 

宮寺会員出席予定 

4.8/30(土)奉仕部門合同セミナー  加藤会長、

齋藤(栄)会員、繁田会員、新井会員出席予定 

 当番 内 容 

4日 大野 
米山奨学生卓話 

アリカム・アキラム様 

11日 木下 各小委員長年度計画発表 

18日 後藤
(賢) 

職業奉仕委員会「我等の生業」 

25日 後藤
(健) 

地区米山記念奨学部門 

忽滑谷明委員長卓話 

■ 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 

Club Bulletin 

入間ロータリークラブ 
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5.9/13(土)第３G フレッシュロータリアン研修

セミナー 宮寺,粕谷,関谷,豊田,木下,馬路

田中,後藤(健)各会員 ８名出席予定 

6.8月のロータリーレート$1＝￥102 

7.8/21(木)8/28(木)例会会場変更になります 

8.お願い 上期会費の納入宜しくお願いします。 
 

●委員長報告 

ロータリー情報委員会 宮寺成人委員長 

8/2に9/13に行われますフレッシュロータリ

アン研修の準備会に行って参りました。フレッ

シュだと思われる方は是非ご参加ください。 

会報･雑誌委員会 石川嘉彦委員長 

ロータリー友の横組み 28 頁「ロータリー希

望の風奨学金」32頁「ロータリー米山記念奨学

事業の基礎知識」縦組み 13 頁の坂戸ＲＣ木藤

文雄さんが投稿された「91歳の現役ロータリア

ン」(田中ＰＧについて)を是非ご覧ください。 

親睦活動委員会 大野賢次委員長 

今月の 28 日は納涼家族夜間例会を 18 時 30

分より丸広さくら草ホールにて行いますので

ご家族の参加も宜しくお願いします。 

プログラム委員会 宮崎正文委員長 

9月のプログラムは表記どおりです。 

広報委員会 岩崎茂委員長 

先ほど加藤会長も話されましたが、7/26の公

共イメージセミナーの第 1部で講師がお話され

た資料をお貸しいたします。大変勉強になると

思います。第 2部では各クラブの公共イメージ

向上プログラムの実績と構想のグループディ

スカッションがありました。最後にロータリー

を発信するグループキャッチコピーは入間Ｒ

Ｃ発案の『社会に役立つ行動に喜びを』が優秀

賞に選ばれ採用されました。 

国際奉仕委員会 新井格委員長 

7/20 の 17 チーム参加の小年少女野球大会に

行って参りました。優勝旗が入間ＲＣから出て

いることを初めて知りました。又、スポンサー

が野球に集中しているようですので、サッカー

やミニバス等の団体も考えてはと思いました。 

ロータリー財団委員会 後藤賢治委員長 

今日お配りしました、確定申告用寄付金領収

証の活用と 11 月のロータリー財団月間での温

かいご寄附お願いします。又、11/20 にロータ

リー財団地区管理委員会の細淵委員長に卓話

を予定しておりますので宜しくお願いします。 

青少年奉仕委員会 吉沢誠十委員長 

7/27 に地区インターアクトクラブ年次大会

が西武文理高校で開催され出席して来ました。

各クラブからの発表の後、担当の先生方との意

見交換を行いました。各ＲＣで高校へのアプロ

ーチを行い、アクトクラブを増やし活動の活性

化をしたいとの意見が出ました。 

会計報告 大野賢次会員 

本日お配りした昨年度の会計報告は決算書

通りとなりましたので宜しくお願いします。 

■■■ 会 員 卓 話 ■■■ 

会員増強委員会 晝間和弘委員長 

本日は増強セミナーのご報告

をいたします。基調講演「ロータ

リーの魅力とは」ではメリットと

して①人と知り合える②奉仕の

機会③ビジネス④社会と交流⑤

人前で話すのが上手になる⑥人

事交流等が自分としては共感できました。 

2 部のパネルディスカッションのテーマは

｢ロータリーの魅力を伝える方策]･｢退会防

止｣･｢会員増強の実例と女性会員増強｣でした。 

各クラブの会員増強リストアップは 5～7 名

以内で集中して入会を勧めているとの事で、入

間クラブも見込がある人や、何年か後に入って

くれる人に絞った方が良いと感じました。今度

機会を作り、入会者の選任をしたいと思います。 
 

＜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 28名 71.8％ 89.5% 

事前欠席連絡 5名 
 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 忽滑谷明ＳＡＡ 

加藤国夫君,友野政彦君,関谷永久君～工藤君

お久しぶりです チョコレートありがとう。細

淵克則君～先週の補助金事業は退院直後の為

参加できず ご迷惑かけました。摂田順一君～

お陰様で在籍 35年になりました 写真ありがと

う。岩崎茂君～先般の環境クリーン作戦に欠席

し御免なさい ご参加の皆さんご苦労様でした。

吉永章子君～クリーン作戦ご苦労さまでした 

アリ君工藤君いらっしゃいませ 写真ありがと

う。大野賢次君～馬路会員 新旧役員慰労会大

変ご苦労さま 写真ありがとう。滝沢文夫君～

工藤君お久しぶりです 写真ありがとう。石川

嘉彦君,平岡達也君,友野政彦君,西山祐三君,

粕谷康彦君,宮寺成人君,齋藤栄作君,後藤賢治

君,忽滑谷明君,晝間和弘君,馬路宏樹君,田中

快枝君,後藤健君～加藤会長写真ありがとう。 

本日\42,000 累計\138,000 
 

◆回覧、配布物 

① ガバナー月信 7,8月号  

② ロータリーの友 8月号 

③ 2013年手続要覧訂正の連絡 

④ 派遣学生 6月 月次報告書 

⑤ 武蔵野音大演奏会のお知らせ 

⑥ 入間市教育委員会研修会参加の御礼 

⑦ 第３回環境フェア実行会からの御礼 

⑧ 確定申告用寄付金領収証の送付案内 

⑨ 加藤会長より｢里仁｣解説 

⑩ 8/21移動例会&8/28納涼家族例会出欠表 

⑪ 9/5有志によるゴルフコンペ出欠表 

⑫ 週報 3号 4,5合併号 

会報･雑誌委員会（石川･森田･荒井･関谷） 


