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■会報委員長：石川 嘉彦 ■当番：関根 靖郎 
■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 
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＜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 
大野賢次君   関谷永久君 

摂田順一君 

夫人誕生日 
上野良子様   関谷ミサ子様 

粕谷美代子様  馬路悦代様 

結婚記念日 

齋藤福太郎君  後藤賢治君 

宮寺成人君   滝沢文夫君 

水村雅啓君   上野弘勝君 

森田英郎君   齋藤栄作君 

関根靖郎君 
 

≪12月プログラム≫ 

 

■ロータリー・リーダシップ・研修会 認証状 

(パート２) 関谷永久会員 
 

●❁●会長の時間 加藤国夫会長 

万燈まつり慰労会には多くの皆さんのご出

席いただき楽しい例会となり、誠にありがとう

ございました。今年度も三分の一が経過して年

間プログラムの大きな行事が過ぎほっとして、

少し気のゆるみが出て来た様に思いますので、

今一度気を引き締めて参りたいと思います。 

今月はロータリー財団月間です。国際ロータ

リーのロータリー財団は、1917年にアーチ・C・

クランフの提唱による「国際理解と親善を目的

とする基金」として発足。1928年の国際大会で

ロータリー財団と名付けられました。しかしこ

に至るまで中々基金が集まらなかった様です。 

 

1931 年に信託組織となり 1983 年に米国イリノ

イ州の法令の下に非営利財団法人になりまし

た。 ロータリー財団は財団の法人設立定款と

細則に従って、ロータリー財団管理委員会が慈

善的、教育的目的の為にのみ運営するものとい

う事で今日に至っております。 

ロータリーは、1979年にフィリピンの子ども

たちにポリオ予防接種をはじめて以来、パート

ナー団体とともに懸命に活動を続け、全世界で

ポリオの発症数を 99％減らすことに成功しま

した。今、あと少しでポリオを撲滅できるとこ

ろまできています。しかし、撲滅を完全に成し

遂げるには、皆さまからの支援が欠かせません。

支援にはさまざまな方法があります。わずかな

時間でも、長時間を費やしての支援でも、世界

でポリオを撲滅して、子どもたちを一生ポリオ

から守るために、“一人ひとりにできること”

を実行することが大切です。財団ではさまざま

な支援活動が行われております。 

入間クラブでも、皆さんの負担にならない程

度のご寄付をこの機会にお願いいたします。今

日は「細渕克則、財団資金管理委員長」の卓話

もありますのでよろしくお願いいたします。 

●幹事報告 滝沢文夫幹事 

第 5回定例理事会報告＜協議事項＞ 

1.１月のプログラムについて 

2.入間南ＲＣ合同例会･万燈慰労例会会計報告 

＜報告＞ 

①11/9(日)ライラデー 吉沢会員出席予定 

②11/16青少年交換第４回オリエンテーション 

③11/16 RLIセミナーパート３ 

④11/28 第３グループ第４回会長幹事会 

⑤11/30 RLIセミナー卒業コース 

⑥11/30 米山記念奨学部門第２回カウンセラー

会議・クリスマス会 忽滑谷部門委員長、木

下カウンセラー，奨学生(アリ君)出席予定 

⑦11月のロータリーレート＄1＝￥106 

 当番 内 容 

4日 友野 クラブ年次総会 「我等の生業」 

11日  ＲＩ地区大会に振替 

18日  クリスマス例会 

25日   年越し蕎麦例会 

■ 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 

Club Bulletin 

入間ロータリークラブ 
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◆回覧、配布物 

①ガバナー月信 11 月号 ②ロータリーの友 11号 ③学友会ニュース第 186号 ④茶の香メーVol.54  

⑤腎･アイバンク 26号 ⑥ハイライトよねやま 175 ⑦中井眞一郎 PGから地区決議会の感想メール ⑧入

間市社会福祉協議会社協だより No.165 号 ⑨入間青年会議所より万燈まつり御礼 ⑩入間万燈まつり実

行委員会より協賛御礼 ⑪RI2570 地区 地区決議会報告 記念ゴルフ大会お知らせ ⑫バリアフリー映画

会のご案内 ⑬RI2570 地区派遣学生 9月次報告書 ⑭MyRotary 活用コーディネーターニュース 11月号 

⑮会員増強達成の為に行う SAKUJI 作戦の概要 ⑯ジャパンロータリーデⅡ東京開催のご案内 ⑰エフエ

ム茶笛より入間 RC 出演コーナーご案内 ⑱ロータリークラブ会員様向け調査結果報告書 ⑲他クラブ週

報＆例会変更のお知らせ ⑳加藤会長より｢論語｣解説&航空ショー写真 ○21週報 15,16,17 号 

⑧規定審議会への提案があり参考意見留める。 

⑨11/10４クラブ合同懇親会 

⑩11/30黒須中学校相撲部日本一を祝う会 

●委員長報告 

会報･雑誌委員会 石川嘉彦委員長 

入間 RC 会員は多くの人々の前でスピーチを

しなければならない方々ばかりです。横組みの

35 頁の記事は RI 指定記事で世界中の全ての公

式 雑 誌 に 掲 載 さ れ ま す 。 TED(Technology 

Entertainment Design)｢心をつかむプレゼンの

ために｣と題した話し方に関する記事です。主

だったところを発表いたしますが、どうぞ熟読

なさって皆様のご活躍に役立てて下さい。縦組

み 23 頁、ロータリー・アットワークに入間Ｒ

Ｃの活動｢河川敷クリーン大作戦｣の記事が見

事に掲載でき加藤会長ありがとうございます。

プログラム委員会 宮崎正文委員長 

1 月のプログラムを発表いたします。8 日は

市長年頭所感・ロータリー美術館。15日はＲＬ

Ｉディスカッション方式で第 4回クラブ協議会。

22 日は会員卓話で我等の生業。29 日は新年会

を予定しておりますので宜しくお願いします。 

広報委員会 岩崎茂委員長 

10/24 の家庭集会での議題を報告いたします。

今までの活動の再確認として、西部地区入間川

河川敷クリーン作戦参加を入間ケーブル TV に

て 8/28放映。そしてロータリーの友 11月号に

掲載。又、発達障害児への教材の寄付は入間市

報 10 月号のお知らせ版に掲載。先日の万燈ま

つりでの、LED 防犯灯・防犯カメラ設置・入間

RC半世紀の歩み他のＰＲでした。これからの広

報活動としては、毎月第 3木曜日にエフエム茶

笛にて入間ＲＣの地域活動等のコーナーを 15

分間放送する事が決まりました。第 1回は11/20

の午後 2時 20分から加藤会長が出演されます。 

健康管理委員会 摂田順一委員長 

本日はインフルエンザの予防

接種を実施いたしました。山根先

生ありがとうございます。 

青少年奉仕委員会 吉沢誠十委員長 

ジトさんからメールがあり、お母さんの介護

をしながら就職活動中とかで、早く就職先が決

まると良いと思っています。 

万燈まつり実行委員会 粕谷康彦委員長 

万燈まつりにご協力ありがとうございまし

た。請求書をまだ出されていない方は至急、事

務局まで提出宜しくお願いします。 

■■■ ■■■ 

地区ロータリー財団 

 細淵克則資金管理委員長 

活動の初めとしてゾーンセ

ミナーが年 2 回開催されます。

地区では財団委員会が年 2 回

のセミナーを企画、運営。2月

7 日は資金管理セミナーとし

て、補助金と監査を重点に開催

します。国際親善奨学金では、まず候補生を各

地区より募集。論文(日本語及び英語)による書

類審査・第一次選考試験があり、二次選考では

2 部屋に委員会メンバーと学友メンバーが半分

ずつに分かれ面接をしますが此処では厳しい

質問が出ます。無事に候補生に内定すると、年

5 回のオリエンテ－ションを無事に終了する事

により晴れて奨学金生となり各国に派遣され

ます。補助金では第一回セミナーより来年度の

補助金事業を 5 月中頃まで受付、5 月末に事業

の内容確認、資金の適正を判断し決定の報告を

各クラブ連絡します。同時進行で今年度の事業

と会計監査の報告も各クラブより提出して頂

き内容の確認をします。最後に地区活動資金及

びグロ－バル補助金の監査結果をロータリー

財団に提出するのが財団委員会の主な活動に

なります。1 年間に 30 回近く集まりますので、

メンバー達と仲良く楽しく活動しています。 
 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 忽滑谷明副ＳＡＡ 

加藤国夫君～万燈まつりには多くの会員皆様

の参加ありがとうございました。友野政彦君～

介護報酬減額反対の署名活動にご協力感謝い

たします。岩崎茂君～生前葬の記念写真ありが

とう又お願いします。斎藤福太郎君～写真あり

がとう 本日が 63回目の結婚記念日です。平岡

達也君、摂田順一君～山根先生インフルエンザ

予防接種ありがとうございます。忽滑谷明君～

山根先生予防接種ありがとうございます 写真

ありがとう。石川嘉彦君、山岸義弘君、友野政

彦君、宮寺成人君、粕谷康彦君、吉沢誠十君、

滝沢文夫君、田中快枝君～写真ありがとう。 

本日\75,000 累計\369,500 
 

＜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 26名 66.7％ 94.7% 

事前欠席連絡 9名 

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) 


