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第 4２号 ２８６４回例会 ２０１5 年 ５月 ７日（木）
＜今月のお祝い＞
晝間典子様 忽滑谷理恵子様
夫人誕生日
細淵理恵様
大野賢次君 細淵克則君
結婚記念日
西山祐三君 平岡達也君
＜６月プログラム＞
当番
内
容
第 6 回クラブ協議会
４日
石川
各小委員長事業報告
11 日
岩崎
五大奉仕委員長事業報告
18 日

上野

実行委員長はじめ、大野親睦委員長、水村親睦委員
には大変お骨折り頂きました事、感謝と御礼を申し
上げます。又、28 日には親睦委員会と美術館合同の
親睦旅行が予定されておりますが、これも上半期の
計画でしたが、御嶽山噴火により延期となり今回改
めて計画された次第です。
先月 25 日、ネパールで、マグニチュード 7.8 の大
地震発生と言うニュスが入って参りました。その後
日々新しい情報が入るにつれ被災状況の深刻さが伝
っています。未だ東日本大震災の爪痕が消えないそ
んな中での、マグニチュード 7.8 の大地震。自然災
害の恐ろしさをまざまざと見せつけられた様な気が
します。ネパールと言いますと、当クラブでも長年
に亘り里親制度を通じて支援活動を行っております。
入間クラブとして支援の方法を考えなければと思
い、先ずは海外での災害事例ですので、先月末日に、
2570 地区事務局にメールを致しました。入間クラブ
として早急に現地のネットワークを通して送金の準
備をさせて頂きます。

会長・幹事・ＳＡＡ挨拶

25 日
最終例会（夜間例会）
＜ビジター・ゲスト＞
米山記念奨学生
ブィ・クィン･チャン 様
ベトナムの北部から参りました
此れから二年間お世話になります。
入間クラブの皆様とご一緒に色々
な活動をしたいと思っていますの
で、どうか宜しくお願い致します。

滝沢文夫幹事
●幹事報告
第 11 回定例理事会 ＜協議事項＞
1.6 月のプログラムについて
2.国際奉仕支援金 協力のお願い
3.ネパール地震の義捐金について
4.わんぱく相撲協賛金について
<報告>
1.5/17(日)第１回会員増強セミナー
2.5/23(土)｢ロータリーの森｣奉仕活動
石川 PG、忽滑谷･田中･吉永･各会員出席予定
3.6/6(土)第３G 新旧会長幹事会
4.5/11(月)入間市交通安全運動出陣式
5.5/13(水)入間市市民憲章推進協議会総会
入間市交通安全推進協議会定期総会
6.5/20(水)入間市商工会通常総代会
7.5/21(木)入間市ゴルフ協会総会、理事会欠席
8.5/28(木)入間市社会福祉協議会評議委員会
9.5 月のロータリーレート $1＝￥118

●❁●会長の時間
加藤国夫会長
本日は先月 21 日の南クラブとの合同例会から、久
しぶりに皆さんとお顔を合わせます。因みに私は９
日間の休みをとって、少し気のゆるみも有るようで
すが、今日を含めて残り 2 か月となりました。この
あたりに来ますと、よく言われる、『中国の戦国策
の誌にある「百里を行く者は九十を半ばとす、これ
末路の嘆きをいう」と有るように、これから、2 か
月私自身の嘆きが続きそうです。一年間最後の大事
な行事が山積しており、皆様のご協力頂きながら頑
張りたいと思いますので宜しくお願い致します。
来週 14 日は入間 RC 創立５5 周年記念式典を企画
させて頂きましたが、先の５年前には創立 50 周年記
念を半世紀の歩みとし、盛大に行われております。
したがってこの 55 周年記念は、日頃サポーターとし
て、ご協力を頂いているご家族の皆様を交えて、ご
く内輪でロータリーを楽しもうと思い企画し、岩崎
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●委員長報告
会報･雑誌委員会
石川嘉彦委員長
5 月号横組み、P８ポリオの最新情報です。2014 年
に359 件の発症が有ったポリオは2015 年4 月1 日現
在世界で 20 件の発症迄になりました。最後の一歩が
最も重要です。ポリオ撲滅まで頑張りましょう。
ロータリーの友を読んでいると時々宝物を発見しま
す。縦組Ｐ21 ロータリー俳壇 左上「蓮華座に似た
仏の座粥の中」入間・齋藤金作 嬉しくなります。
プログラム委員会
宮崎正文委員長
6 月のプログラムは表記どおりです。尚,5/21 の講
師は新井会員紹介の武井智美 クラウデイア様です。
又、6/25 最終例会は福生の石川酒造となりました。

晝間和弘会員
我社では電磁鋼鈑(0.23 ㍉～0.5 ㍉
の薄板)をプレス打ち抜き加工し中小
零細のトランスメーカー約 18 社に納
入している会社です。うちの会社が職
業奉仕をしてるか？と改めて考えて
みましたら、これといって目立った職
種でも無いですし、お客様の要望通りの品物を高品
質、短納期で安心して使って頂くだけで奉仕してい
る感じはしませんでした。今日に向けて改めて職業
奉仕を勉強しましたら、「職業奉仕は RC の金看板と
いわれ、他の団体にはない奉仕分野であり、いつで
も誰でも出来るもので、いわばロータリアンの生活
の規範をなすもの」と分かり、今までやってきた事
が職業奉仕と知り自信がつきました。以前、宮寺パ
スト会長より頂いた「われら職業人」私達はプロで
あるを抜粋して読まさせて頂きます。
*正確、迅速、誠実、それがプロの仕事だ！
*不況の時こそ真価を問われる、それは会社でも個人
でも同じである。
*私達はプロになろう そして、なるなら一流のプロ
になろう！

＜ニコニコＢＯＸ＞
忽滑谷明ＳＡＡ
斎藤福太郎君～長く欠席いたしました お見舞いを
頂戴しありがとう。馬路宏樹君～5/9 は長徳寺薬師
如来大祭 是非お参り下さい。岩崎茂君～55 周年記
念式典には多くの参加者でお祝いしましょう。粕谷
康彦君、忽滑谷明君～田中カウンセラーご苦労様で
す チャンさん 2 年間頑張ってください。田中快枝君
～米山カウンセラーを 2 年間やらせて頂きます チ
ャンさん共々宜しくお願いします。繁田光君～斉藤
金作様りそな会の写真ありがとうございます。
本日\39,000 累計\839,500
＜出席報告＞
会員数
39 名

木下登会員
創業は 1975 年ですので、40 年にな
ります。最初は、一般電気工事と住宅
電気設備機器・家電品販売から始めま
した。一番印象の強いバブル経済の頃
では、土地の買い上げによる開発がど
んどん進んで、現地は、何も出来てな
くとも図面があれば、土地・建売の契約が、先を争
うかのように、簡単に出来てしまう事が度々見うけ
られ、電気設備に関しては当時、不動産、建設業が
盛況でしたので、造れば売れる、造り間に合わない
という時代でした。又、取引先に仕事を頂きに行く
と｢どれでも好きなだけ物件を持って行って良いよ｣
と言われ、「もう少し持って行きなよ」と言って無
造作に掴んだ物件をドカッと渡され、ほとんど寝な
いで働いていた記憶があります。公務員の父親のボ
ーナスより、娘である銀行員のボーナスの方が多か
った時代でもありました。

田中快枝委員長
出席数

出席率

26 名
70.3％
事前欠席連絡 2 名

前々回修正率
73%

■■■会員卓話「我等の生業」■■■
水村雅啓会員
祖父の時代から織物、縫製など繊
維業を営んでいます。入間市は昔か
ら織物業が盛んなところで、我がク
ラブでも多くの繊維関係のメンバ
ーがおりました。今日は、8 年前に
立ち上げ、運営を行っている「入間市文化創造アト
リエアミーゴ」の話をします。アミーゴは、市の施
設で、10 年前までは、市の外部団体や出資した法人
でないと管理できませんでしたが、法律が改正され
一般企業でも管理できる事になりました。アミーゴ
は、市民運営という設置目的が有りますので、特定
非営利活動法人を取得することにし、入間市文化創
造ネットワークという NPO 法人を設立しました。元
埼玉県繊維工業試験場の建物で、本館は昭和 12 年、
工場は大正時代の部分もある古いもので、補修など
の管理が大変です。又、年末年始しか休みがなく、
営業時間が、朝 8 時半頃から夜 10 時半と長く、最初
は大変な仕事を始めたなと感じました。７年を経過
し、お陰様で会員も 100 人となり、職員も８人態勢
で経営も軌道に乗り始めました。施設の貸し出しや
落語会、演奏会、演劇、アート講座などイベントの
興行収入が大きな財源ですので、チケットが売れな
いと困ってしまいます。どうぞ購入にご協力下さい。

◆回覧、配布物
① ロータリーの友５月号 ②ガバナー月信５月号
③バキオだより５月号 ④学友会ニュース 4 月号
⑤5/28 日帰り美術館巡り出欠表
⑥6/25 加藤年度最終例会出欠表
⑦第３グループＩＭ収支報告書その他
⑧武蔵野音大コンサートカレンダー
⑨第 25 回日本ロータリー親睦ゴルフ北海道大会
⑩高校生社会体験活動ご協力のお願い
⑪ネパール奨学里親申込み確認表
⑫2015 年地区研修協議会事業報告書
⑬高柳ガバナーエレクトからのお便り
⑭加藤会長｢論語｣解説書 ネパール地震被害の対応
⑮他クラブ週報
⑯入間 RC 週報 40,41 号
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会報･雑誌委員会(石川･森田･荒井･関谷)

