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■会報委員長：石川 嘉彦 ■当番：齋藤 栄作 
■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 13号 ２８33回例会 ２０１４年 10月  ２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 
 

≪今月のお祝い≫ 

会員誕生日 山岸義弘君 

夫人誕生日 滝沢久美子様 繁田美香様 

結婚記念日 

関谷永久君  豊田義継君  

新井  格君  荒井正武君 

石川嘉彦君   
 

≪11月プログラム≫ 

 

●❁●会長の時間 加藤国夫会長 

先週の例会終了後に、今年度財団補助金事業

入間市教育研究所発達障害児教育事業として

教材寄贈式に関係委員会のメンバーとで行っ

て参りましたが、感謝状贈呈式と言うかたちで

準備されてありましたので戸惑いました。入間

川河川敷クリーン大作戦ともに、今年度の社会

奉仕委員会事業として計画した、「補助金申請

事業」をお蔭様で終了することとなりました。

物身両面でご協力頂き、会員皆様には厚く感謝

御礼申し上げます。 

今月は職業奉仕月間及び米山月間になって

おります。第 2570 地米山記念奨学会セミナー

で、ある人から米山記念奨学生は中国・韓国が 

圧倒的に多いなどと感情論まであったことは 

記憶に新しいですが、先日ロータリーの友の

｢米山便り｣からこんな記事を目にしました。 

 

『これまで支援してきた奨学生の中で、中国出

身者は最も大きな割合を占めながら、昨年まで

(2009年)正式な学友会もなく、消息が途絶える

と「支援の甲斐がない」と嘆かれることも多か

ったのですが、(今回 2010年総会)出席者約 400

人を通じて、彼らの感謝の深さが伝わったこと

と思います。又、張会長をはじめ、多くの学友

から｢社会奉仕｣への意気込みが語られ、彼らが

中国で｢奉仕｣を核にした学友会活動を目指し

始めたことに多くのロータリアンが喜びを感

じたのではないでしょうか。ある学友は、最後

に歌った｢手に手つないで｣の感動を振り返り、

｢この輪、このつながりがあれば、本当の平和

は遠くないと信じている｣と感想を寄せまし

た。』とありました。今日の米山奨学生、アリ

カム・アキラム君の卓話も楽しみにしています

のでよろしくお願いいたします。 

又、職業奉仕というのは難しくてよく解らな

いと言われますが、職業奉仕と言うのは倫理運

動そのものです、手続き要覧に「事業及び専門

職務の道徳的水準とあります。但し受け取り方

は人様々です。そんな中、深川純一（伊丹ＲＣ）

ＰＧ「職業奉仕の原理とその実践」をプリント

してきましたので、お暇な時にご一読ください。 
 

●幹事報告 滝沢文夫幹事 

第 4回定例理事会報告＜協議事項＞ 

1.12月のプログラムについて 

2.地区決議会開催の件 

3.万燈祭りの予算について 

4.親睦旅行中止について 

＜報告＞ 
①10/8地区記念誌委員会 石川 PG､吉永会員予定 

②10/14職業奉仕研修会 齋藤(栄)会員出席予定 

③10/19 RLIセミナーパート 2 出席者募集中 

④10/6入間市社会福祉協議会評議員会 

⑤10/7入間万燈まつり実行委員会 

 当番 内 容 

6日 関根 
会員卓話 地区ロータリー財団 

細淵克則地区資金管理委員長 

13日 関谷 会員卓話 会員増強委員会 

20日 摂田 
講師卓話 公益財団法人 ｾｰﾌﾞ･

ｻﾞ･ﾁﾙﾄﾞﾚﾝ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ望月里沙様 

27日 田中  
講師卓話 

航空自衛隊 入間基地司令 

■ 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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⑥10/8入間市戦没者追悼式 滝沢幹事予定 

⑦11/3入間航空祭 加藤会長､滝沢幹事予定 

●委員長報告 

地区ロータリー財団委員会 細淵克則委員長 

11/25 にロータリー財団のゾーンセミナーが

あります。最新の情報が聞けますので、興味の

ある方は是非ご参加下さい。内容を回しますの

で宜しくお願いします。登録料は一万円です。 

ロータリー情報委員会 宮寺成人委員長 

9/28に第 1回ＲＬＩセミナーありました。70

名の参加で 6項目について研修を受け、大変勉

強になりました。2 回目が 10/19 に行なわれま

す。ご都合をつけての参加宜しくお願いします。 

会報･雑誌委員会 石川嘉彦委員長 

今月は職業奉仕及び米山月間です。横組み 8

～12頁・これで難しいと言われている職業奉仕

が良く理解でき必読のページです。17～21 頁

｢これからの米山記念奨学事業｣新理事長に小

沢一彦(横須賀 RC)PDGが就任されました。35～

37頁｢ロータリー希望の風奨学金｣。縦組み 4～

8 頁には我らの誇る渋沢栄一氏に関する記事、

論語とそろばんは本質的に一致することが良

く理解できます。 

親睦活動委員会 大野賢次委員長 

10/9，10の親睦旅行は色々と検討した結果中

止と致しましたが、又、家庭集会等で検討して

実施したいと考えておりますので、其の節は宜

しくお願い致します。 

 水村雅啓委員 

16日は入間南クラブとの合同例会です。例会

のアトラクションで、市民劇団の｢劇団アミー

ゴ｣が｢Friennds１万キロを超えて 梅吉とポー

ル」と題してロータリー黎明期を演劇で上演い

たします。どうぞお楽しみに！ 

職業奉仕委員会 齋藤栄作委員長 

先日お願いしましたメールアドレスを書か

れていない方は、記入用紙を受付に措きました

ので全員の記載協力、宜しくお願いします。 

プログラム委員会 宮崎正文委員長 

10月のプログラムは表記どおりです。又、来

週の例会は急遽決まって、ロータリー情報委員

会による「ロータリーのいろは問答」となって

いますので、宜しくお願いいたします。 

万燈まつり実行委員会 粕谷康彦委員長 

万燈まつりのチャリティーバザーの品物を

今月の 16日までに事務局にお持ち下さい。又、

各役職の責任者は責任を持って宜しくお願い

いたします。 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 晝間和弘副ＳＡＡ 

加藤国夫君～御嶽山噴火に会われた方々にお

悔やみ申し上げます。晝間和弘君～先般は母保

恵の葬儀に際しましては、ご丁寧なご弔意賜り

誠にありがとうございました。 

本日\36,000 累計\285,500 

■■■ ■■■ 
《ロータリー米山奨学生としての感想》 

米山記念奨学生 アリカム･アキラム様 

米山奨学生に採用されてか

らそろそろ半年になります。

この半年間、木下カウンセラ

ーを始め、クラブの方々に本

当にお世話になっています。

そして一ヶ月一回の例会に参

加させて頂く事により皆さん

の奉仕の精神を凄く感じてい

ます。分野の違いにも関わら

ず、皆様は時間と金銭を出して、週一回集まるこ

とに最初は良く理解できなかったです。木下カウ

ンセラーと皆様のお話を聞きまして、段々と解っ

てきました。その理由は皆様が持っている同じ目

的、社会奉仕の実現だと思います。この奨学金は

私の留学生活に経済的に助かることは勿論、国際

的な交流や理解など貴重なイベントを経験でき

ます。将来懸け橋として国と日本の相互理解や友

好を深める事を目指し努力して参ります。 

日本に来て、最初に感じたのはサービスがとて

も丁寧で親切な事で、一番印象的でした。二番目

に感じたことは日本人の時間概念が素晴らしく、

時間を守るのは世界一だと思います。 

三番目に感じたことは生活の便利さでした。例え

ば電車は速いし、時間を厳守する。あとコンビニ

は 24 時間開いており生活必需品も大体、全部あ

り凄く便利です。四番目に感じたことはスピーチ

です。ロータリー米山に入った日から始まりまし

たスピーチですが、日本人の方々はどんなテーマ

でもスピーチができ、素晴らしく、私にとっても

大変勉強になります。 

今まで経験していなかった事が一杯あり、日本

に留学生として来て、とても良かったと思います。

私のこれからの人生にとって貴重な経験であり、

良い思い出となることでしょう。これからも頑張

りますので宜しくお願いします。  
 

＜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％ 83.8% 

事前欠席連絡 4名 
 

◆回覧、配布物 

① ガバナー月信 10月号 

② ロータリーの友 10 月号 

③ 中井眞一郎 PGから収支報告書等メール連絡 

④ 武蔵野音大コンサートカレンダー 

⑤ 地区大会 2日目本会議及び記念講演出欠表 

⑥ 第 3回来日学生オリエンティーション案内 

⑦ Ｒ財団地域セミナープログラム(案) 

⑧加藤会長より論語解説と伊丹ＲＣ深川純一ＰＧ

｢職業奉仕の原理とその実践｣プリント 

⑨入間南ＲＣ合同夜間例会・万燈まつり･万燈まつ

り慰労会 各出欠表   ⑩週報 12号 

会報･雑誌委員会(石川･森田･荒井･関谷) 

 

 

会報･雑誌委員会(石川･森田･荒井･関谷) 


