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第２1 号 ２８４1 回例会 ２０１４年 11 月 ２7 日（木）
＜ビジター・ゲスト＞
航空自衛隊
中部航空警戒管制団司令兼入間基地司令
空将補 山本 祐一様

■ロータリー・リーダシップ・研修会 終了証書
(パート３)
関谷永久会員
●幹事報告
滝沢文夫幹事
1. RI より、人頭分担金等を請求する際に使用
しますので会員情報を MYROTARY で更新して
下さいとの連絡がありましたが、事務局で随
時更新しております。
2.12 月のロータリーレートは１ドル＝112 円
3.11/28(金)第３グループ会長幹事会 加藤会
長、滝沢幹事で出席予定。
4.12/7(日)地区大会２日目に予定していまし
たバスは、乗車希望者が少ない為キャンセル。
5.11/27(木)冬の交通事故防止運動出陣式に加
藤会長、滝沢幹事で出席予定です。

●❁●会長の時間
加藤国夫会長
今日は航空自衛隊入間基地司令空将補、山本
祐一様をお迎えいたしております。後ほど卓話
をお願いいたします。
先週は、望月理沙さんをお迎えしての卓話で
したが、準備の不手際で映像を見て頂くことが
出来ませんでした。お詫び申し上げます。当日
は画像を通して、東日本大震災発生とその後の
復興の現状について、ご覧いただく絶好の機会
と思い計画いたしましたが、あのような結果に
終わってしまい誠に残念でした。Ｒ財団の卓話
の時間を通して震災当時の惨状と 3 年 8 か月を
経過した現在の、復興の状況をご覧いただき、
今後の支援の在り方についても考えて頂くつ
もりでした。ご覧頂くことが出来ず、皆さんに
は大変ご迷惑をお掛けして申し訳ございませ
んでした。
今月はロータリー財団月間最後の週です。先
週財団委員長よりお願いいたしましたロータ
リー財団特別寄付、一人当たり 100 ドル以上の
ご寄付をお願いいたします。財団寄付金と言う
のは皆さんご存じの通り、行ったきりではあり
ません。何かクラブで事業をすれば補助金とし
て一部は必ず戻ってきますので是非お願いい
たします。
財団の目標の第一には、この地球上からポリ
オの撲滅をすると言う大きな期待がかかって
おります。ポリオ撲滅まであと少しです、ロー
タリーは約束したことは必ずやり遂げる使命
があるとも言われて居ります。どうぞ趣旨をご
理解いただき最後までやるという意気込みで
よろしくお願いいたします。

●委員長報告
プログラム委員会
宮崎正文委員長
12/25 の最終例会は、この会場にて 12 時半、
点鐘後の蕎麦例会となります。本日出席表を回
しておりますので宜しくお願い致します。
広報委員会
岩崎茂委員長
先週、皆さんもお聞きになったと思いますが、
ＦＭ茶笛さんの「ロータリーの時間」に石川会
員に出ていただき、公共イメージのＰＲなりま
した。次回より月一で、五大奉仕委員長さんに
出演を予定していますので、本日例会終了後打
ち合わせをお願いいたします。広報委員の方々
とお集まり下さい。
職業奉仕委員会
齋藤栄作委員長
12 月の第 1 例会の｢我等の生業｣は加藤会長、
直前会長の友野会員、前々会長の吉永会員にお
願いしておりますので楽しみに来て下さい。
次に昨年度、私は財団の委員長を遣らせてい
ただき、年次寄付 100 ドルを 100%達成しようと
目標をたて、入間クラブ発足以来、始めて 100%
を達成する事が出来ました。大変素晴らしいこ
とで、皆様のご協力に感謝いたします。
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国際ロータリー財団より表彰の印としてバ
ナーと感謝のお言葉を頂きました。
 地区内で 1 人当りの年次寄付額の上位 3 ク
ラブとなった世界 1,550 のＲＣの 1 クラブ
 100%｢財団の友｣会員クラブとなった世界
でわずか 1,200 クラブのうちの 1 クラブ
 ｢EREY｣クラブとなった世界でわずか 2,515
のクラブの 1 クラブ

米山記念奨学委員会
木下登委員長
財団の寄付と合わせて、米山奨学会の特別寄
付にご協力をいただきありがとうございまし
た。重ねて御礼申し上げます。

■■■

■■■

中部航空警戒管制団司令兼入間基地司令
空将補 山本 祐一様

青少年奉仕委員会
吉沢誠十委員長
11 月 9 日に国際ロータリー第 2570 地区第 8
回 2014～2015 年度ライラデーに出席して参り
ました。坂本ガバナー、武藤青少年奉仕部門委
員長、石田ライラ委員長の挨拶の後、大妻嵐山
中学・高校の真下校長の｢東京オリンピックを
機に私たちはどう成長するか｣と言うテーマで
の講演がありました。参加者は狭山ヶ丘高校、
星野高校、細田学園、大妻嵐山高校、大東文化
大学、東洋大学の学生さん達で、学校に関係な
くグループに分かれ受講しました。初めに先生
の話した文章を一語一句間違わずにグループ
ごとにメモをする事、先生は虫が大好きで生物
学者になろうとして大学に入ったが、教授との
擦れ違いで断念し生物学を教える教育者を目
指した事、又、小説｢夜明け前｣の話などの事例
を含め、人が支え合う大切さ、幸せの根底にあ
るものは何か、時間軸を伸ばすことなど色々な
ご指導を頂きました。又「自分で考え意見を言
える高校生になろう」とも言っておられました。
先生のお人柄が感じられる、素晴らし講演であ
りました。その後お昼を挟んで 12 時半より同
じテーマでグループごとのディスカッション
を行い午後３時よりグループごとの発表があ
りました。６年後の東京オリンピックの時には
私たちはどうなっているのかを思いめぐらせ、
｢海外から来た方々に日本を知ってもらう｣｢自
分自身もグローバルな感覚を身に付けなけれ
ばならない｣などの発表がありました。
初めは遠慮がちであったグループ討議も、最
後には大変盛り上がり、グループごとの団結を
感じました。内容はともかく、いつの時代もこ
のような場を学生さん達が体験することは大
変重要ではないかと思いました。最後に坂本ガ
バナーよりロータリーが行うライラとは自己
開発の手助けの一つであるとの説明を含めた
総評を頂き閉会となりました。

講師卓話は「南西方面の情勢と今後の展望」
と題して国家の安全と最近の日本の領海問題
について大変詳しくご講演いただき、感動いた
しました。詳しい内容につきましては、一般に
公開される会報なので掲載しないことをご了
承ください。
会報委員会より
＜出席報告＞
会員数
39 名

田中快枝委員長

出席数

出席率

26 名
68.4％
事前欠席連絡 5 名

前回修正率
76.3%

＜ニコニコＢＯＸ＞
忽滑谷明ＳＡＡ
加藤国夫君、忽滑谷明君、豊田義継君～山本司
令官ようこそ 本日は卓話宜しくお願い致しま
す。齋藤栄作君～100%「財団の友」会員クラブ
となりました 皆さんでお祝いしましょう。西
山祐三君～久しぶりの例会出席で、危うく道に
迷うところでした。田中快枝君～滝沢さん本日
はお当番のお手伝いありがとうございます。友
野政彦君～早退いたします。
本日\8,000
累計\395,500
◆回覧、配布物
① 入間市倫理法人会経営者セミナーご案内
② 2012-2013 年度決算承認投票結果
③ 12/18 クリスマス家族例会出欠表
④ 12/25 年越し蕎麦例会出席表
⑤ ｢日本橋に青空を・川に光を」署名協力願い
⑥ RLI セミナーパートⅢ受講者御礼と修了証
⑦ ｢ジャパンロータリーデⅡ東京」登録申込書
⑧ 他クラブ週報
⑨入間ＲＣ週報 20 号
⑩東日本大震災から３年-復興の現状
⑪加藤会長より｢論語｣解説
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会報･雑誌委員会(石川･森田･荒井･関谷)

