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第 10 号 ２８30 回例会 ２０１４年
加藤国夫会長
●❁●会長の時間
今日は何の日かご存知ですか、「公衆電話の
日」ですね。最近では携帯電話の普及により、
あまり見かけなくなりましたが、1900（明治 33
年）日本で始めての自動電話（公衆電話）が東
京の新橋駅と上野駅構内に設置されたのが始
まりだそうです、料金は 5 分で 15 銭、交換手
を呼び出してからお金を入れて相手につなぐ
ものだったようです。当時（うどん、そばが２
銭）だったようです、今でいうと約４００円だ
そうですから現在のお金で 3000 円ぐらいのよ
うです。当時は電話交換手も不慣れで、トラブ
ルが絶えなかったようです。出来事と言うます
と何と言っても皆さんの記憶に新しいと思い
ますが、2001 年アメリカ世界貿易センタービル
の同時多発テロ事件で日本人を含めた死亡者
3000 人以上と言う大変悲惨な事件でした。
先週 9/6 に第一回財団セミナーが行われまし
たので、後藤賢治委員長と出席して参りました。
財団セミナーと言いますと常に寄付というこ
とが付きまとうわけですが、手続き要覧にも財
団への(強制的寄付の禁止)とありますように
なかなか難しい事ではありますが、財団の行っ
ている奨学生支援事業には多額のお金が必要
で、このことを皆さんによくご理解いただき寄
付のお願いをしたいと思います。寄付というこ
とが皆さんの気持ちの中で負担にならないよ
うにする事がロータリアンの務めではないか
とも言っておりました。今年度の財団の第一の
目標は、ポリオ撲滅するということです、再三
言われている様に 2018 年までに終結するとい
う目標掲げて、世界ポリオ撲滅推進計画の実施
が組まれています。ポリオ撲滅の現状について
の｢現在のポリオ発症事例｣の状況について資
料をお配りしてありますのでご覧ください。
もう一つのお願いでＰＨＳ(ポール・ハリス・
ソサイティ）入会のご案内でございます。「毎

9 月 11 日（木）

年度において年次基金・ポリオＰ基金」へ 1.000
ドル以上を寄付する人となっております。これ
は野中ＰＧコーディネーターからのお願いで
すが、個別にお願いしてみてくださいと申し込
用紙資料回覧しておきますよろしくお願いい
たします。最後に地区補助金奨学候補生のお二
人の卓話に続き「狭山ＲＣ推薦」2011～12 年度
国際親善奨学生の望月理紗さん入局の活動報
告として福島県で被災した子供たちに向けた
震災復興活動の様子について卓話がありまし
た。入間Ｃでの卓話をお願いして参りました。
●幹事報告
滝沢文夫幹事
1.９月のロータリーレートは 1 ドル 102 円。
2.9/13
①青少年奉仕部門セミナー吉沢会員出席予定
②第３グループ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)各会員出席予定
3.9/28 RLI セミナーパート１受講希望者は又は
事務局まで連絡下さい
4.10/11 地区決議会加藤会長､滝沢幹事出席予定
5.10/14 第３グループ職業奉仕研修会 齋藤
(栄)会員出席予定
6.11/1 まで 2016 年規定審議会立法案をクラブ
から提出できます
7.その他 9/19 秋の全国交通安全運動出陣式
加藤会長、滝沢幹事出席予定
●委員長報告
米山記念奨学委員会
木下登委員長
9/6～7 に米山研修セミナーに忽滑谷明部門
委員長を中心に参加して参りました。米山梅吉
記念会館訪問、お墓参り、夜の懇親会そして翌
日の西湖の根場では日本文化にふれ合いまし
た。バスの中では色々な課題を出して全員のス
ピーチを行き帰り休みなく遣っており、非常に
内容の濃い気の抜けない研修旅行でした。
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地区ブライダル委員会
吉永章子委員
ロータリアンの推薦を受け登録した男女の
成婚率を高める為より良い機会と場の提供活
動を行ないます。登録用紙はありますのでお申
し出下さい。尚、地区のＨＰからもダウンロー
ドできますので、ご確認下さい。
万燈まつり実行委員会
粕谷康彦委員長
準備委員会を今月中に開く予定です。関係者
の出席宜しくお願いします。又、責任者の方で
都合が悪い場合は代理の出席をお願いします。

＜出席報告＞
晝間和弘委員
会員数
出席数
出席率
前回修正率
39 名
27 名
77.1％
--事前欠席連絡 3 名
◆回覧、配布物
① RI2570 地区派遣学生 7 月 月次報告書
② RI2570 地区 10/11 決議会開催のご案内
③ 8/28 納涼家族例会会計報告書
④ 万燈まつり役割分担表
⑤ ロータリー財団 2014～15 年度目標とお願い
⑥ ポール・ハリス・ソサエティ入会案内
⑦ RLI セミナーパート開催のご案内
⑧ 親睦旅行・万燈まつり･万燈まつり慰労会･入
間南ＲＣ合同夜間例会 各出欠表
⑨ 他クラブ週報＆例会変更のお知らせ
⑩ 加藤会長より｢論語｣解説
⑪ 週報 9 号

＜ニコニコＢＯＸ＞
忽滑谷明ＳＡＡ
加藤国夫君～小委員長さん本日は宜しくお願
いします。滝沢文夫君、後藤健君～写真ありが
とうございます。吉永章子君、晝間和弘君～豊
田さん先日はありがとう楽しかったです。忽滑
谷明君～木下さん米山研修旅行ではありがと
うございました。
本日\6,000
累計\239,500

●各小委員長年度計画発表●
■職業分類委員会
細淵克則委員長
今年度は次代に既応し、かつバランスのとれ
た新会員募集に寄与する充填未充填の職業分
類を作成し、提供いたします。
水村雅啓委員長
■会員選考委員会
会員増強委員会、職業分類委員会と連携を強
め、同委員会の意向を尊重しながら慎重に精査
検討を行なって参りますので一年間宜しくお
願い致します。
■会員増強委員会
晝間和弘委員長
今後は家庭集会、会員増強例会での候補者リ
スト提出や入会候補者の例会参加や勉強会等
を体験して頂き、入会を薦める計画をしており
ます。会員増強は委員会だけでは出来ませんの
で皆様のご協力宜しくお願い致します。
■ロータリー情報委員会
吉永章子委員
新入会員・経験のある委員、そして会員候補
者にロータリーの歴史、目的、活動等の情報を
提供いたします。その方法として年三回の学習
会開催と、例会時の委員長報告にロータリー用
語の解説等を実行いたします。
木下登委員
■出席委員会
7,8 月の平均出席率は 76.5%です。昨年同月
平均は 83.5%で今年の出席率が余りよくありま
せん。皆様ご多忙とは思いますが、多くの方の
例会出席を宜しくお願いします。尚、メイクア
ップを後半に二回以上計画しております。
■会報・雑誌動委員会
石川嘉彦委員長
今年度は会報と雑誌委員会が一緒になりま
したが、来年度は分けた方が良いと思います。
会報は例会を欠席していても内容を把握でき
ます。雑誌は読むことによってロータリーの相
対的な事も良く解りますし、興味のある記事も
多く｢ロータリーの友｣に親しんでください。

■親睦委員会
大野賢次委員長
今年度は家族が参加する行事をプログラム
委員会、ロータリー美術館と協力して色々企画
しています。年度の間に必ず一度は家族と共に
参加をお願いいたします。
■プログラム委員会
宮崎正文委員長
全会員が楽しめながら参加できるような例
会を作ることを目指し、家庭集会を二ヶ月に 1
回ほど開き、プログラムの作成を会長・幹事・
エレクト・クラブ奉仕委員長と各委員と行って
おります。今後ともご協力お願い致します。
■ロータリー美術館
齋藤金作委員
例会の計画が立て込んでおりますので、日帰
り美術館は年が明けての計画を考えています。
又、気楽に会員や家族の写真や絵を例会に持っ
てきて飾るのがこのクラブの美術館だと思っ
ていますのでご協力よろしくお願いします。
■健康管理委員会
摂田順一委員長
年内にインフルエンザ予防接種と健康及び
薬に関する卓話を計画しております。計画書に
もウォーキングの実施が書かれておりますが、
今デング熱が流行っており充分に蚊対策をし、
体調に気をつけ快適な毎日を過ごして下さい。
■米山記念奨学委員会
木下登委員長
米山奨学生の積極的な例会参加は既に実行
済みです。又、制度の理解と地区目標額の達成
協力は逐次お願い致します。これからの万燈ま
つりやクリスマス会で異文化体験等、日本での
生活が実り多くなるように意思疎通を図って
参りますので宜しくお願い致します。
■規定審議会
石川嘉彦会員
ガバナーからのお申し出で規定審議会に案
件を出せますので、締切りの11/1 迄に皆様で
検討して提案致しましょう。
会報･雑誌委員会(石川･森田･荒井･関谷)
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