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第２6 号 ２８４7 回例会 ２０１5 年 1 月 8 日（木）
べき日に当たる訳で、後半の半年、気持ちを新
たに希望を持って精進して参ります。
今月は「ロータリー理解推進月間」です。ロ
ータリーでは 1 月は年度の折り返し点にあたり、
私たちが計画書に提示した、上期の成果を確認
し、自分達が設定した目標を再検討しながらど
のくらいの目標を達成出来たかについて評価
することが出来ますと同時に、後半の６ヶ月に
皆さんが納得いく成果が挙げられる様ご協力
をお願いいたします。ロータリーを理解すると
いうのは行動することにあると思います。入間
クラブには、まだまだ解決しなければならない
問題が山積しています、その一つ一つを成し遂
げて入間ＲＣに輝きをもたらして下さい。

●●●お客様

入 間 市 長
米山記念奨学生

田中 龍夫 様
アリカム･アキラム 様

＜今月のお祝い＞
水村雅啓君
会員誕生日 吉沢誠十君
宮寺正文君

宮寺成人君
齋藤栄作君
新井格君

夫人誕生日

後藤美智子様

大塚珠代様

山根宏夫君(金婚式)
おめでとうございます
山岸義弘君
＜２月プログラム＞
当番
内 容
5 日 細淵 講師卓話 加藤バストガバナー
結婚記念日

12 日

馬路

19 日

間野

26 日

水村

講師卓話
講師卓話
高麗神社
講師卓話

村野入間市教育長
｢高麗郡健群 1300 年｣
高麗文康宮司
第 3 グループ
ガバナー補佐沼崎様

●❁●会長の時間
加藤国夫会長
皆さん、明けましておめでとうございます。
昨年中は大変ご協力頂き誠に有難うございま
した。本年もよろしくお願い申し上げます。
本日は田中市長様には、年始のお忙しい中、
お越しいただき、誠にありがとうございます。
お蔭様でロータリー暦の半年、6 ヶ月を何と
か終えることが出来ました。あと半年 6 月迄ク
ラブ運営に邁進して参りますので、会員皆様に
は一層のご支援ご協力をお願い申し上げます。
奇しくも、今日 1 月 8 日は元号が、昭和から
平成に変わって新しいスタートを迎えた日で
もあります。（平成は最初の年号「大化」以来
247 番目の元号で、初めて政令により新元号が
定められた）
。私にとりましてもまさに記念す

●幹事報告
滝沢文夫幹事
第 7 回定例理事会報告＜協議事項＞
1.3 月のプログラムについて
2.クリスマス例会会計報告
3.１月のプログラム 1/15 の修正
4.５５周年記念事業
5.次年度社会奉仕事業
＜報告＞
1.1/18(日)全国青少年交換シンポジウム
2.1/31(土)地区クラブ奉仕部門セミナー
加藤会長、岩崎会員、晝間会員出席予定
3.2/11(水)第 49 回次期指導者講習会
石川 PG 出席予定
4.1/7(水)入間市賀詞交歓会
5.1/8(木)入間基地新年賀詞交歓会
6.1/13(火)入間市商工会新年賀詞交歓会
7.1/20(火)入間市青年会議所賀詞交歓会
8.1/30(金)入間万燈祭り実行委員会報告会
9.2/27(金)地域交流会
10.1/15(木)FM チャッピー
齋藤職業奉仕委員長出演予定
11.1 月のロータリーレート＄1＝￥118
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●委員長報告
会報･雑誌委員会
石川嘉彦委員長
今月はロータリー理解推進月間です。3 頁に
RI 会長メッセージの「ロータリーについて話そ
う」はロータリーデーに関する記事が沢山出て
いますので参照して下さい。又、横組み 13,14
頁「クラブの個性とイメージの統一」も載って
おります。縦組み 18 頁卓話の泉に「オリンピ
ックについて」古代オリンピックと近代オリン
ピックに関する記事は大変面白かったので、興
味を持って読みました。
ロータリー美術館

■■■

会員数

山岸義弘委員長

39 名

出席率

前々回修正率

32 名
84.2％
事前欠席連絡 1 名

卓

話

■■■

田中 龍夫様

新年明けましてお
めでとうございます。
今年も入間市に対し
多大なるご支援お願
い致します。
市長に就任して二年
がたち、公約を七割
がた達成できたと思っています。
今年はアウトレットの集客を市の中心部に
持っていく工夫や、ジョンソン基地跡地の活用
を考えております。又、映画館が入っているセ
ントラルの民事再生が決まり、入間市が 49％の
株式を持つ入間都市開発(株)が事業の譲受し
た場合には、筆頭株主として譲渡に関する経営
計画等を厳しくチェックし、その実現性及びリ
スクについて、私も一緒になって工夫して参り
ますので、ご協力よろしくお願いします。
次に、市民の税負担の公平性を図るため、4
年間をかけ段階的に国民健康保険税の税率を
改定させていただくことになりました。税の負
担増をお願いすることになりますが、ご理解を
賜りますようお願い申し上げます。
働く女性が増えて参りましたのと、社会情勢
を鑑み、学童保育を六年生までに延ばす案や、
ふるさと納税の活用などをして、誰もが住んで
良かった、住み続けたいと実感できるまち、文
化の香りや自然を感じながら心身ともに充実
した生活が営めるまち「入間市」を目指して市
政を推進してまいる所存であります。
小さい子も、我々大人も高齢の方々も幾つに
なっても目標や目的、夢を持って毎日が楽しく
なるような人生を送れる町になるよう、お力添
え賜りますようお願い申し上げます。
ロータリーのご発展をお祈りして終わりと
させて頂きます。ありがとうございました。

田中快枝委員長

出席数

師

『年 頭 所 感』 入間市長

新春恒例のロータリー美術館を開催。 齋
藤金作会員所蔵の、北村西望さん作などの干
支彫刻や、加藤会長の新年に相応しい品を披
露され田中入間市長と共に鑑賞しました。
＜出席報告＞

講

81.6%

＜ニコニコＢＯＸ＞
忽滑谷明ＳＡＡ
加藤国夫君～新年明けましておめでとうござ
います。今年も宜しくお願い致します。滝沢文
夫君～皆様本年もよろしくお願いします。石川
嘉彦君、岩崎茂君、粕谷康彦君、齋藤栄作君、
木下登君～田中市長ようこそ入間ＲＣご出席
有難うございます。山根宏夫君～お陰様で 20
日に結婚 50 周年を迎えます 二人とも元気です
ので、今後も宜しくお願い致します。関谷永久
君～社交ダンスＢ級に昇級いたしました。更に
体力づくりに頑張ります。吉永章子君～今年も
躍進できるクラブを目指しましょう。晝間和弘
君～写真ありがとうございます。齋藤栄作君～
長男が一橋大学法科大学院に合格し、良い新年
を迎えられました。忽滑谷明君～長女が臨床心
理士試験に合格いたしました。摂田順一君～週
報に写真が載りました 今年も宜しくお願い致
します。
本日\74,000
累計\554,500

◆回覧、配布物
① ガバナー月信 1 月号
② ロータリーの友 1 月号
③コーディネーターニュース 2015 年 2 月号
④国際交流ＮＥＷＳ №.91
⑤｢ロータリーの友」電子版のご案内
⑥バギオだより Vol.46
⑦日本橋ＲＣより署名活動ご協力御礼
⑧日高ＲＣからのチャリティーゴルフご案内
⑨1/29 新年会参加申し込み出欠表
⑩入間ロータリークラブ宛年賀状
⑪ロータリー財団海外派遣奨学生募集
⑫他クラブ週報
⑬加藤会長より｢論語｣解説
⑭週報 24,25 号
会報･雑誌委員会(石川･森田･荒井･関谷)
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