２８７２回例会

２０１5 年

バッチ交換
加藤前会長から粕谷新会長へ

＜ビジター・ゲスト＞
米山記念奨学生
ブィ・クィン･チャン 様
＜今月のお祝い＞

齋藤金作君

吉永章子君

田中快枝君

斉藤福太郎君

夫人誕生日

石川桂子様

一柳千史様

結婚記念日

後藤健君

吉沢誠十君

会員誕生日

＜７月プログラム＞
内

容

２日

会長・幹事・ＳＡＡ挨拶

９日

第２回クラブ協議会

16 日

ガバナー補佐訪問

23 日

ガバナー公式訪問(武蔵クラブ)

30 日 新旧役員慰労激励夜間例会
＜８月プログラム＞
内

容

6日

会員卓話(齋藤栄作会員)

13 日

クラブ定款により例会取止め

20 日

第 3 回クラブ協議会
講師卓話 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

27 日

７月

２日（木）Vol.１

★☆★会長の時間

粕谷康彦会長

いよいよ今日から新年度が始まりました。
会員の皆様にはより一層のご指導ご鞭撻のほど、
一年間よろしくお願いいたします。
今年度ＲＩ会長 Ｋ.Ｒ.ラビンドランさんの
テーマは「世界へのプレゼントになろう」
です。
私達の人生の終わりは、思ったより早く訪れる
ものです。この限られた人生の中で、人生の価
値はどれほど得たか、ではなくどれほど与えた
か、によって判断されるのです。社会から享受
するだけではなく社会に貢献をしましょう。２
０１５～１６年度の私達のテーマとして「世界
へのプレゼントになろう」と掲げました。私た
ちは地位や身の上にかかわらず、才能、知識、
能力、努力そして献身と熱意など与える何かを
持っているはずです。私達はロータリーを通し
て世界にプレゼントすることで、誰かの人生に
そして世界に真の変化を起こすことができるは
ずです。と言われています。私自身ロータリー
クラブに入ったことにより、今まで商売で得た
人間関係とは異なった異業種の友を得、とても
心豊かな日々を送っていると思っております。
ロータリーの友情と寛容の精神を持って仲間
づくりをし友情と思いやりが大切な親睦活動、
奉仕の精神にのっとった奉仕活動の実践に頑張
っていきたいと思っております。２５７０地区
高柳育行ガバナー方針は、
「ロータリーの心を実
践しよう」です。どんな小さな奉仕活動であっ
ても、新たな奉仕活動では、新たな出会いが生
じます。又新たな出会いが一人ひとりの人生を
豊かにします。
２０１５～１６年度ガバナー公式訪問につ
いてのクラブ協議会は、高柳ガバナーの方針で
４つのブロックに分かれＲＬＩ方式（ロータリ
ーリーダーシップ）ＤＬによる討論会を行いま
す。全員参加でお願い致します。又、ロータリ
ー情報を得るために家庭集会を数多く開催し、
例会、ロータリー広報活動によって市民の皆様
に、知っていただきたいと思います。
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★委員長報告
ロータリー情報委員会
吉永章子委員長
ロータリーの特別月間が７月より大きく変わ
りました。RI の戦略計画、３つの優先事項の一
つである人道的奉仕の６つの重点分野が組み入
れられました。９月（基本的教育と識字率向上
月間）
・10 月（経済と地域社会の発展月間）
・12
月（疾病予防と治療月間）
・2 月（平和と紛争予
防/紛争解決）・3 月（水と衛星月間）・4 月（母
子の健康月間）です。月間を通して様々な問題
にライトを当て世界や地域のニーズに合ったク
ラブ戦略計画を立て実行させたいものです。尚、
特別週間と日本独自の米山月間は変わりません。
会報･雑誌委員会
岩崎茂委員長
ロータリーの友の 7 月号では横組 8Ｐから 19
Ｐ迄、本年度ＲⅠ会長Ｋ.Ｒ．ラビンドラン氏の
「世界へのプレゼントになろう」のテーマ、こ
れまで歩んできた会長の人生・国家への貢献に
ついて詳しく載っていますのでお読み下さい。
又、縦組の 17Ｐ｢Ｆ・ＰＬＡＺＡ｣には「事業
承継の準備はお早めに」の投稿文が目にとまり
ました。豊田西ＲＣの宮田さんは、自からの経
験を一冊の本にまとめ出版。経営者は、事業承
継を最後で最大の大仕事ととらえ、真剣に取り
組む必要をと説いています。私の手元に「中小
企業白書」に記されたデーターでは後継者がい
ないため廃業する企業は、年間 7 万社以上にの
ぼる。これにより毎年 20 万人以上の雇用が失
われ、毎年増加している。企業の永続発展は一
企業の為だけでなく、社会･国家の為にも事業承
継を真剣にそして早めにと教えてくれています。
親睦活動委員会
細淵克則委員長
今月 30 日は親睦委員会初めての夜間例会は
入間南ロータリークラブ 会長 小林 昌幸 様
新旧役員慰労会となっておりますので、大勢の
入間南ロータリークラ
皆様の参加を心よりお待ちいたしております。
ブ会長に就任し、第 1 例
宜しくお願い致します。
会が 7 月 7 日ゾロメ、ラ
プログラム委員会
木下登委員長
ッキー7、友引で良いスタ
7 月、8 月のプログラムは表記通りです。皆様
ートが切れるのではない
のご協力とご出席宜しくお願い致します。尚、
かと思っています。1 年
間宜しくお願い致します。 今、親睦委員長が報告されました 30 日の夜間例
会で出席の発表をさせていただきます。
入間南ロータリークラブ
幹事 深井 善次 様
健康管理委員会
山根宏夫委員
3 月の末から咳が止まらなくなり、急性肺炎
只今ご紹介頂きました、
になり 4 月から一ヶ月ほど入院していました。
入間南ロータリークラブ幹
最新の治療のお蔭で、生還でき 6 月に二週間イ
事の深井でございます。
タリア旅行に行ってきましたので、今日は最新
会長共々1 年間宜しくお
のミラノファッションで決めて参りました。
願い致します。

★幹事報告
忽滑谷明幹事
第１回定例理事会＜協議事項＞
1.田中市長を名誉会員にする件
2.8 月のプログラムについて
3.パーマネントファンド年２０＄以上
（Ｒ財団 半期 10＄以上）は上･下期食事費
より飢餓ランチとして支払う
4.前年度最終例会会計報告
5.事務局パソコンの取り替えについて
6.入間市少年野球夏季大会(50 周年記念行事)
御祝 5000 円
7.少年野球大会用優勝旗寄贈の件
8.発達障害者の方へのヘッドホン寄贈の件
9.事務局夏季休暇 8 月第 3 週 3 日間
10.繁田光会員より新入会員
（(有)カナイメディカル代表取締役金井祐一）
推薦書を本日理事会にて受理
＜報告事項＞
①7/11(土)米山記念奨学部門セミナー
石川米山奨学会評議員、忽滑谷部門委員長、
粕谷会長、宮寺委員長、田中カウンセラー、
チャン出席予定
②7/26(日)インターアクト年次大会
後藤賢治委員長出席予定
③7/8(水)入間万燈まつり実行委員会
西山会長エレクト出席予定
④7/14(火)地域交流研修会
粕谷会長､西山エレクト､忽滑谷幹事出席予定
⑤7/19(日)第 50 回入間市少年野球夏季大会
粕谷会長、関谷委員長、滝沢委員長出席予定
⑥7/28(日)入間基地納涼祭 粕谷会長出席予定
⑦年会費(上期分)納入を早めにお願いします
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■■■2015～2016 会長･幹事･ＳＡＡ挨拶■■■
●粕谷康彦会長挨拶

●忽滑谷明幹事挨拶
歴史と伝統の

伝統ある入間ＲＣ

ある入間ロータ

の第５７代粕谷康彦

リークラブ第５

会長を支える幹事を

７代会長という

仰せつかり、その責

大任をお受けし、 任の重さを痛感して
役の重さをひし

いるところです。ま

ひしと感じてお

だまだ未熟でありま

ります。平成１

すが会員の皆様のご

３年に入会し１

指導ご協力を賜りながら、自分なりに精一杯務

４年目になりますが、多くの先輩たちのご指導

めさせて頂きます。

を受けてやってまいりました。真面目だけが取

クラブ幹事要覧によりますと、幹事としての

り柄の私ですが、いまだ勉強不足でありまして

主な責務は、

会長としての力不足を痛感しております。私に

① 会員記録の整理、保管

とってロータリーとは、若い頃雲の上の様な存

② 例会､諸会合の通知､その議事録の作成、保管

在でありました。小林晃元会長のたっての勧め

③ ＲＩ，地区への各報告書作成と分担金支払い

で入会した次第です。その私が今ここに会長の

④ 月次出席率の報告

職に就こうとしております。私自身全力で努力

等、クラブ役員と協力しクラブの効果的運営を

するのは勿論ですが忽滑谷幹事さんをはじめ、

担うこととあります。

役員、各委員長の皆様のお力添えを切にお願い
申し上げます。

幹事の元には、クラブ内の情報は勿論、ＲＩ，
地区、Ｒ財団から様々な情報が寄せられ、常に

半世紀にわたって、パストガバナー、パスト

現況を把握できる立場にあります。そのような

会長、会員の皆様のご努力で発展し，また地域

情報は寸時に正確に会員に提供し、会員の皆さ

の奉仕活動も行ってまいりました。私のモット

んのＲＣライフが常に皆さんに満足していただ

ーは「親睦による仲間づくり」で、Ｋ.Ｒ.ラビ

けるように心掛けたいと思います。

ンドラン会長が言っておられます。
「ロータリー

一年間、会員の皆さんに支えられながら、幹

は私たちの資質を引出しそれを人生で生かす道

事という大役を務め終えた暁には、また一歩前

を見つけてくれます。
」と。

進している自分、成長している自分がいると思

多くの良い仲間を作ることによって、豊かな
人生が送れるように頑張りたいと思います。又

います。どうぞ宜しくお願い申し上げます。

●晝間和弘ＳＡＡ挨拶

今、最も重要な課題としては、友情と思いやり

本年度ＳＡＡを務

が大切な親睦活動と退会防止、会員増強が重要

めます晝間です。SAA

であると思います。高柳育行ガバナーは、維持

とは武装軍曹の意、

率向上のため新会員を増やす、若い会員の数を

「会場監督」という

増やす、という目標を掲げています。

名のごとく、会場の

入間ロータリークラブ発展の

気品と風紀を守りス

ため一生懸命頑張りますので、

ムーズな例会進行を

一年間どうぞよろしくご指導の

行いリラックスした

ほどお願い申し上げます。

親睦ムードを作るように心がけますので１年間、
御協力宜しくお願い致します。
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＜出席報告＞
馬路宏樹委員長
会員数
出席数
出席率 前回修正率
40 名
29 名
80.6％
--事前欠席連絡 3 名
＜ニコニコＢＯＸ＞
晝間和弘ＳＡＡ
入間南ＲＣ小林昌幸様、深井善次様～今年も 1
年間宜しくお願い致します。粕谷康彦君、忽滑
谷明君、晝間和弘君～皆様のご協力１年間宜し
くお願い致します 入間南ＲＣ小林会長、深井幹
事ようこそ。山根宏夫君～長い欠席、肺炎によ
る入院、イタリア旅行をお許し下さい。加藤会
長、滝沢幹事一年間ご苦労様でした。
粕谷会長、
忽滑谷幹事頑張ってください。斉藤福太郎君～
卒寿を迎えました。尚、ロータリーに入会して

■回覧、配布物

① ロータリーの友 7 月号
② ガバナー月信７月号
③ 学友会ニュース 2015 年 6 月号
④ 埼玉県腎・アイバンク協会総会資料
⑤ 2014 年度年次報告書
⑥ RI2570 地区事務局・例会場移転のお知らせ
⑦ 地区補助金承認書
⑧ 第 2570 地区高柳育行ガバナーよりお便り
⑨ 入間市社会奉仕協議会より御礼
⑩ 7/23 ガバナー公式訪問出欠表
⑪ 7/30 新旧役員慰労激励会出欠表
⑫ 入間環境フェア御礼
⑬ 他クラブ週報＆例会変更のお知らせ
⑭ 入間ＲＣ週報 48,49 号

満 50 年になります。石川嘉彦君、岩崎茂君、山
岸義弘君、吉永章子君、加藤国夫君、西山祐三
君、滝沢文夫君、後藤賢治君、木下登君、田中
快枝君～小林会長・深井幹事ようこそ入間ＲＣ
へ 粕谷会長 忽滑谷幹事 晝間ＳＡＡ一年貫宜
しくお願いします。細淵克則君～ＳＡＡ晝間君
ガンバレ。

本日\71,000

累計\71,000

本
年
度
入
間
Ｒ
Ｃ
の
ト
ッ
プ
３
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