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★☆★会長の時間 粕谷康彦会長 

梅雨空が続いており南の海上には早くも３

つの台風が発生しているとのことで今後の進

路が気にかかります。 

 第２回目の例会となりますが、今年度社会

奉仕事業として、来る７月１９日（日）に行

われます入間少年野球連盟５０周年記念事業

に、優勝旗を寄贈することになりました。入

間ロータリークラブから過去２回優勝旗を寄

贈しておりますが、初回に贈ったものが４０

年を経過し、大変古くなってきており５０周

年を記念する式典に、会長である上原正明様

よりたってのお願いで、新調していただけな

いか。との要望がありました。当クラブとし

ても１７チームある選手の少年たちの励みと

なる為、寄贈することといたしました。尚入

間ライオンズクラブからは、メダル５０個の

寄贈があるそうです。先日６月２６日ロータ

リー財団の補助金が承認され、２０１５～２

０１６年度地区補助金が承認されました。 

承認補助金金額  １，０００（米ドル） 

プロジェクト名 

「野球を通じた少年少女健全育成支援活動」 

活動内容 「青少年野球大会用優勝旗寄贈」 

７月７日入間南ロータリークラブに、忽滑

谷幹事と共に表敬訪問に行ってきました。Ｓ

ＡＡの進行役によって行われ、大変元気のよ

いクラブで圧倒されてしまいました。会員増

強は、昨年度入間ＲＣでは１名ありましたが、

入間南ＲＣでは０でした。第一例会の食事は

必ずカレーであるそうです。 

入間市教育委員会によると、落ち着いて授

業が受けられない発達障害の児童について、 

安心して授業が受けられるように、ヘッドホ

ンを１６校分、１６個を贈り役立てていただ

くことにしました。 

 

いよいよガバナー訪問が２週間後にせまっ

てまいりました。高柳ガバナーの方針でＲＬ

Ｉ方式で行われます。重要な問題であります

ので、皆様のご協力をお願いします。 

 

★幹事報告 忽滑谷明幹事 

1.７月のロータリーレート￥１２４ 

2.７/７(火)入間南ＲＣへ会長、幹事で表敬訪問 

3.７/10(金)第３グループ会長幹事会予定 

〈お願い事項〉 

①７/23(木)はガバナー訪問です。会員全員の    

出席とロータリー美術館出展の準備をお

願いします 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  「卒寿のお祝い」   斎藤福太郎会員 

 昭和 37 年に胃潰瘍、38 年にヘルニア、オ

リンピックの 39年に急性盲腸炎から腹膜炎。

昨年の 12月には肺炎をおこし入院、インフル

エンザにもなり今年の 2月中旬まで、入院生

活でしたので、90歳の今日を迎えられるとは

思ってもみなかったです。皆様には重ね重ね

お世話になりありがとうございます。 

２８７３回例会   ２０１5 年  ７月  ９日（木） Vol.２ 
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クラブ奉仕委員会 関谷永久委員長 

ＲＩの戦略計画に基

づいてその内容と意義

の理解の下、全ての委

員会が行動を起こすこ

とが当委員会の方針と

して位置づけておりま

す。その内容について

は戦略計画の内の三つ

の優先項目 1、クラブのサポートと強化 2、人

道的奉仕の重点化と増加 3、公共イメージと

認知度の向上、これらを満足行くほどに進め

て行くことで間違いなく理想としているクラ

ブが出来て行くと信じています。 

その為には関係する各委員会の当該優先項

目に基づくところの年次目標が達成出来るよ

うに出来る限りのサポートをしていきます。 

以上ですが各位のご理解をお願いしながら、

自分なりに精一杯務めさせて頂きます。 

 

職業奉仕委員会 豊田義継委員長 

日本では、職業奉仕がロ

ータリーの金看板と言わ

れ、これから他の奉仕

部門のクラブ奉仕、社

会奉仕、国際奉仕など

が分かれていったとい

う歴史を考えると、職業

奉仕委員会の責任の重さ

を痛感しています。 

ロータリアンとして職業に誇りを持ち、正

直かつ品位のある方法で職業を実践する事が

職業奉仕の基本であり、職業を通じて社会に

貢献することを、委員会方針とします。 

活動計画は、 

１．例会時、月１回の四つのテストを唱和し、 

意識の高揚を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．われらの生業を例会時に発表します。 

３．職業奉仕に関する卓話を行います。 

健康管理委員会については、大野委員長

を中心として、いずれも会長経験者です。特

に今年の目玉は、先端医学の紹介に力を入れ

ます。医学は急速に進歩しており過去に治ら 

ないといわれていた病気も、例えばＣ型肝炎

のように完治出来るようになりました。 

ロータリアンとして、平素重い立場におら

れる人達ばかりでありますので、自分の健康

を保つ上で、新しい医学治療を知る事も重要

と考えます。その他、簡単に出来る健康体操

を覚え、実践していきたいと考えています。 

 

社会奉仕委員会 滝沢文夫委員長 

本年度の社会奉仕委員会

委員長を仰せつかりまし

た滝沢文夫です。１年

間宜しくお願いします。 

活動の方針としては、

地域社会、公共のニー

ズを認識して奉仕活動を

行うことです。 

具体的な活動計画としては 

1.地区の社会奉仕活動に参加します。幸い 

にも地区の社会奉仕委員会には入間クラ 

 ブのメンバーがおりますので、活動はしや

すいと思います。又、活動の指針を示して

頂ければ幸いです。 

2.加治丘陵保全活動等、環境保全活動に参加

します。ロータリーの広報も兼ねられた 

 ら良いと思います。 

3.地域交流会に参加して、地域の子供たちの

ために活動します。本年度も発達障害の子

どもたちに為にヘッドホンを送ります。 

4.入間万燈祭りに参加して､入間ＲＣの社会

奉仕を広く知って頂く広報にも繋がります。 

5.財団の地区補助金を有効活用して、地域の

為に役立てます。本年度は地区補助金を利

用して、少年野球の優勝旗を新しくします。 
  

 社会奉仕活動も、その他の奉仕活動もその

委員会のメンバーだけでは活動できません。

皆様のご協力をお願いいたします. 

 

●五大奉仕委員長年度計画発表● 
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国際奉仕委員会 宮崎正文委員長 

国際奉仕委員会とは、手

続き要覧によると、｢書物

などを読むことや通信

を通じて、更には他国

の人々を助けることを

目的としたクラブのあ

らゆる活動やプロジェク

トに協力することを通じて、

他国の人々とその文化や慣習、功績、願い、

問題に対する認識を培うことによって、国際

理解、親善、平和を推進するために、会員が

行う行動からなるものである。｣とあります。 

その事から、活動方針として、国際交流を

通じてロータリーの素晴らしさを感じられる

ように努めることと、国際支援を通じて国際

社会に貢献できるよう努めるとしました。 

活動計画といたしまして、 

①ロータリー財団の新井委員長と米山記念奨

学の宮寺委員長と協力して、活動を行いたい

と思います。 

②米山奨学生チャンさんの支援・育成にカウ

ンセラーの田中さんと協力し努めて参ります。 

③今年度から特別月間が変わりましたので、

米山月間とロータリー財団月間で卓話を実施

したいと思います。 

④書き損じハガキなどの収集を行いまして、

発展途上国の援助になるよう取り組みを行う。 

国際交流を通じてロータリーの素晴らしさ

を感じられるようにする事と、国際支援を通

じて、国際社会に貢献できるようにする事が、

国際奉仕だと思います。一年間頑張っていき

たいと思いますので、皆様のご協力をお願い

申し上げます。 

 

 

青少年奉仕委員会 後藤賢治委員長 

 活動方針は次世代を担う

青少年たちがリーダーシッ

プの力を身につけ、ボラ

ンティア活動や地元、海

外交流との支援を考えて

いきたいと思います。 

活動計画は 

①7/26 に志木市民会館での

第 49 回インターアクト年次大会に参加し

て参ります。 

②ライラに参加する。 

 (ロータリー青少年指導者育成プログラム) 

 

  

 

 

 1964 年東京オリンピックで初めてのイン

ターナショナルユースキャンプが開催され、

そのリーダーが今の天皇陛下で、皇太子時代

の時に実行委員長をなされ、同じ屋根の下で、

同じ釜の飯を食うという、皇太子様からでた

フレーズは今でも有名です。５年後の東京オ

リンピックに現皇太子様をお迎えして、1,000

人規模の国際ユースキャンプを行ないたく、

働きかけています。 

  国際ユースキャンプはＩＯＣが認めた正式

な行事です。ライラのロータリークラブが国

際インターナショナルユースキャンプと合同

でできれば、とても素晴らしい事だと思って

います。出来るかどうか分かりませんが、ど

うかご協力の程、宜しくお願いいたします。

沢山のリーダーを作る最高のキャンプだと思

います。 

 

 

2015年 7月 2015年 8月 

日 曜 事業などの内容 日 曜 事業などの内容 

7 火 入間南ＲＣへ会長、幹事で表敬訪問   ―――未定――― 

10 金 第３グループ会長幹事会    

11 土 米山記念奨学部門セミナー    

14 火 地域交流研修会  

19 日 第 50回入間市少年野球夏季大会 

28 日 入間基地納涼祭 

   

RI2570 地区 7・８月の粕谷会長スケジュール 2015～2016 年度 
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★委員長報告 
職業分類委員会 山岸義弘委員長 

新入会者の申請書が廻ってきましたので、

職業分類表の見直しを行いました。大分類の

医薬品及び化粧品に｢調剤薬局｣を新設しま

した。理事会にてご検討をお願いいたします。 

 

ロータリー情報委員会 吉永章子委員長 

「ロータリー情報研究会」の発行冊子のお

知らせです。この研究会は 2013年 9月、全国

のロータリアン有志により創設されました。

参考文献は RIホームページ、ロータリージャ

パン（ロータリーの友）、ロータリー文庫、ロ

ータリー米山記念奨学会、ロータリーの源流

（RI2680地区・田中 毅 PDG）等があります。

ロータリー情報は少しずつ変化しています。

この会では改定内容を逐次、改定版として発

行しています。ウェブ上と併せてご覧頂き、

お手元におかれると便利かと思います。尚、2

冊（今日からロータリアン・ロータリーの基

礎）は改訂版として 9月発行されます。ご購

入希望の方はお知らせ下さい。又、ロータリ

ー財団ハンドブックとロータリー情報ハンド

ブックは 2016年の規定審議会を経て 2017年

1 月に配布される手続要覧と同時期に発行予

定です。 

 

会報･雑誌委員会 岩崎茂委員長 

 週報第１号を皆さんのお手許にお届けいた

しました。文字を大きく写真も多く取り入れ、

紙面を明るく・読みやすくするよう努めてい

ます。編集発行が限られた時間の中でスムー

スに進行できるよう、例会での発表・スピー

チの原稿は編集係り古川さんの手許に、その

週の土曜日までにメールにてお送りください。 

宜しくお願い致します。 

 

＜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 27名 75.0％ 80.6% 

事前欠席連絡 5名 

 

 

  一柳達朗会員初めての例会出席 

 最終夜間例会で承認して頂き、ありがとう

ございます。40歳になる年に入会する事がで

き、自分にとっても節目になり、これから頑

張って参ります。宜しくご指導ご鞭撻をお願

い致します。 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 晝間和弘ＳＡＡ 

山岸義弘君～ようこそ一柳さん。後藤健君～

今年度入間RCトップ3の皆様のご活躍をお祝

します。晝間和弘君～一柳さん入会おめでと

うございます。ロータリーライフを楽しみま

しょう。岩崎茂君～早退いたします。 

本日\4,000 累計\75,000 

 

■回覧、配布物 

① 飯能ロータリークラブ 50周年史 

② Ｒ米山記念奨学会 上期寄付金のお願い 

③ 2015-2016年度ＲＩ2570地区役員組織図 

④ 国際交流ＮＥＷＳ No.93 

⑤ 2014年度年次報告書 

⑥ 加藤国夫年度最終例会会計報告書 

⑦ 7/23 ガバナー公式訪問出欠表 

⑧ 7/30新旧役員慰労激励会出欠表 

⑨ 他クラブ週報＆例会変更のお知らせ 

⑩ 入間ＲＣ週報 1号 


