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★☆★会長の時間 粕谷康彦会長 

8月11日ＲＩ会長のＫ

Ｒラビンドランさんから

の一通のメールが届きま

した。今日は皆様に朗報

をお伝えしたくご連絡し

ています。という言葉で

始まっていました。アフリカで野生型ポリオ

ウイルスによる最後の発症から 8 月 11 日で

丸一年が経過します。これは「ポリオのない

アフリカ」に向けた非常に大きな進展です。

一年間ポリオ無発症という達成に至るまでに

は、並々ならぬ努力と決意そして勇気があり

ました。アフリカ大陸５４か国で何万人とい

う保健従事者が何億人という子供にワクチン

を投与するため、非常に困難な道のりを乗り

越えてきました。そして今、不可能とさえ思

えた「ポリオのないアフリカ」を私たちは実

現しようとしています。しかし油断は禁物で

す。残る２つの野生型ポリオウイルス常在国

パキスタンとアフガニスタンにポリオウイル

スが存在する限り、ポリオが再び広がり新た

な流行が発生する可能性は十分あります。ア

フリカだけでなく全世界を「ポリオフリー」

とするには、これまでにも増してロータリー

の力が必要とされているのです。アフリカで

ポリオとの闘いは、現時点では私たちが優勢

ですが、勝敗はまだ決まっていません。確実

な勝利を得るには皆様一人一人の力が必要で

す。共に世界からポリオを撲滅し、真の意味

で「世界へのプレゼントになろう」ではあり

ませんか。とのメッセージでした。 

8 月 14 日(金)米山記念奨学事業、秩父音頭

まつりに参加しました。西武秩父駅に 12 時 

 

に集合し、バスでナチュラルホームシティ農

園ホテルに行き昼食をとり、午後１時半にホ

テルを出発して、金子医院（金子千侍Ｐ．Ｇ）

宅の広い柔道場で、２時から練習に入りまし

た。女性の先生から秩父音頭の手ほどきをし

ていただき、約３時間汗びっしょりになって

しまい大変疲れました。会場は皆野町で町役

場前のお祭り広場を主会場に行われました。

秩父音頭は約 200 年の歴史を持ち、今年で 47

回目、皆野は秩父音頭の発祥の地で、静かな

街並みとさわやかな緑の多い所でした。 

米山奨学生の女性９名が参加しました。高

柳ガバナー夫妻も出席してくださり私と田中

快枝カウンセラー、ブイクインチャンさんも

一緒に踊り 5 時 45 分からの本番に備え浴衣

に着替えていきました。奨学生がそろいの浴

衣を着て、日本の伝統文化を体験し、思い出

深い事業でした。本番では小学生、中学生そ

の他町内外から 69 団体約 1,600 人が参加し

て、自慢の踊りを披露しました。秩父音頭は

私たちも小、中学校の運動会で踊ったことが

あり何とも懐かしいひと夏の経験でした。 

 

★幹事報告 忽滑谷明幹事 

① 10月22日に予定されて

いる地区大会記念チャ

リティーゴルフコンペ

については、加藤、西山、

晝間、忽滑谷会員で登録

させていただきます。 

② ８月 14 日に行われた秩父音頭まつりに、

米山奨学生と共に粕谷会長、田中カウンセ

ラーが参加され、猛暑にもかかわらず大奮

闘されました。 
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●各小委員長年度計画発表● 
 

 

 

■職業分類委員会 山岸義弘委員長 

職業分類表はロータリークラブにとって重

要な意味があり、時代の変化、地域の特性を

考慮して作成する必要ある。本年度は東京ク

ラブや他クラブまたは日本標準産業分類、地

区で作成した職業分類表 1989 年版等を参考

にしながら、見直しを行いたい。大分類及び

分類の標記について、何か権威付けられた表

があると整然とすると思いますが、地域の特

性があるので無理なのかもしれない。尚、会

員増強のヒントになるので、未充填の分類に

ついても見直しを行いたいと考えています。 

 

■会員選考委員会 石川嘉彦委員長 

＜活動方針＞ 

クラブ定款、および細則に基づき、被推薦

者が職業分類と会員資格の条件を満たしてい

るかを公正な判断を持って検討し、速やかに

その結果を理事会に報告する。 

＜活動計画＞ 

被推薦者が●職業的、社会的に有能であり

信頼されているか？●親睦と友情を深めると

ともに、協調性を持ってクラブの諸活動に参

加できるか？●各委員会が行う奉仕活動に積

極的に参加できるか？等を検討する委員会で

格調高いクラブの維持に重要な委員会です。 

被推薦者が入会を許可された後は現在の会

員が好意と友情をもって新入会員に接するこ

とが大切です。 

 

■ロータリー情報委員会 吉永章子委員長 

年度計画表に基づき、今年度は６回の研修

を計画しました。上期は比較的ロータリー歴

の浅い方々を対象に３回（9/15・10/20・11/17）

のオリエンテーションを行います。コンテン

ツはロータリーの基礎から学びます。 

下期は入間 RCが理想的なクラブであり続

けるための勉強会を３回企画し、全メンバー

の皆様と共に学びます。又、ロータリー情報

のアンテナを張り巡らし、随時お知らせして

まいります。 

 

 

■出席委員会 馬路宏樹委員長 

活動方針としましては計画書の通り毎回の

例会への出席、及びクラブの奉仕プロジェク

ト、その他の活動に参加することがロータリ

アンの義務であると再確認していただき、更

なる出席率の向上に努めて参る次第でござい

ます。そして活動計画は①、各会員に出席規

定の周知を行い、クラブの会合やメークアッ

プなどで欠席を補填するように働きかける。

②、例会の出席状況を発表すると共に、各委

員会と連携して出席に役立つ情報を伝える。

③、新会員及び有志会員を集い合同のメーク

アップを実施する。④、例会に出席できるこ

とを喜び、感謝の気持ちを心掛ける。とし、7

月 31 日新狭山ロータリークラブでの繁田光

会員が講師として行われる公演会を合同メー

クアップと致します。 

 

■会報・雑誌動委員会 岩崎茂委員長 

週報の発行については今期より紙面を明る

く読みやすくするため、文字を大きく写真を

多く取り入れることにしました。そのために、

紙面を４頁(原則）とさせていただきましたが、

このための経費はできるだけ前の年と同じ額

に抑える努力を心がけています。週報は、会

員の皆さんにはこれをご家庭に持ち帰り、奥

様・家族の皆さんにご覧いただくようお願い

します。ロータリーについて、ご理解を頂く

一番の近道と思います。 

ロータリーの友については月に一回の「ロ

ータリーの友」の時間には、お役目として委

員長がしっかりと中身を読ませていただき、

つい読み落としてしまいがちな記事を掘り起

こして皆さんに発表させ

ていただきます。この役

を頂いたおかげで,「ロー

タリーの友」をこれほど

までに時間をかけて読ま

せていただけることに感

謝しています。 
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■親睦委員会 細淵克則委員長 

親睦はロータリー活動の原点です。仲間意

識を共有する事により、会員全員がロータリ

ーの奉仕の為に行動する。当委員会は明るく

楽しく活動できる環境を提供します。当委員

会は、積極的に活動すると共に、新旧会員と

のコミュニケ－ションを図り、退会防止にも

力を入れていきます。 

活動計画としてはプログラムより 

１.新旧役員慰労会 7月 30日(魚一) 

２.お月見例会 9月 10日 屋形船 

３.親睦旅行 10月 8･9日天竜川,鵜飼,高山祭 

４.入間南ＲＣ合同例会 10月 15日  

  合同ゴルフ・ベリーダンス 

５.クリスマス例会 12月 17日 Pleats.Ｉ 

６.新年会 1月 28日 

７.最終例会 6月 23日 うかい鳥山(ホタル) 

・ 月１回の家庭集会 

親睦委員会は会員の皆様に親睦の機会を提

供する事が仕事です。会員の参加のご協力を、

お願いします 

 

■プログラム委員会 木下登委員長 

今年度の重点目標である「友情と思いやり」

を基本に、ロータリー月間テーマ、公式行事

に対応したプログラムを企画します。毎月一

回は委員会及び地区役員の卓話等を依頼。又、

様々な分野で活躍されている方々に講演を依

頼し、魅力と感動ある例会にいたします。 

 

■広報委員会 友野政彦委員長 

我々ロータリアンも入会前にロータリーの

内容を知っていた方は少ないかと思います。

一般の方は尚更です。各種ツールにて公共イ

メージの向上に努め、万燈まつりや社会奉仕

活動は広報の機会でもあるので積極的に参

加・協力をいたします。 

 

■ロータリー美術館 繁田光館長 

ロータリー美術館は、親睦委員会、プログ

ラム委員会と協力して、年間計画に基づき活

動する予定ですので、みなさまのご協力を、

よろしくお願いします。 

■健康管理委員会 大野賢次委員長 

健康管理委員会は会員の家族、社員の健康

への意識を高めると共に健康年齢を引き上げ

るために次の活動を行う。例年のようにイン

フルエンザの予防接種の実施又、先進医学の

紹介、簡単に行える健康体操の紹介をする。

今年は特に肺炎球菌の事例について会員に紹

介して参ります。 

 

■米山記念奨学委員会 宮寺成人委員長 

日本に初めてロータリークラブを立ち上げ

たのが米山梅吉氏です。この方が個人的に東

南アジアの苦学生に奨学金を援助していまし

た。これを東京ロータリークラブが米山梅吉

氏の功績をたたえ、その遺志を継いで財団法

人を作りロータリークラブのプログラムとし

たのが始まりです。委員会の理解を深め、奨

学金1人15,000円という忽滑谷地区米山部門

委員長の目標をめざし、また奨学生に入間 RC

を理解するよう活動します。 

 

■様々な例会のメークアップの経験談 

  石川嘉彦会員 

入会 34年になりますが、国内 70クラブ位

アメリカ 12 クラブ位の例会を訪問しており

ます。基本的な例会の形にはあまり差はあり

ませんが大きなクラブ（東京 RC第 2580地区 

サリスベリーRC 第 7630 地区）は 300 名ほど

の出席者で圧倒されます。それでも 10名ほど

のテーブルに座りテーブルマスターがもてな

しをしてくれますので楽しいです。アメリカ

の小さなクラブも面白いです、定刻になって

も出席者が少なく、ようやく集まると会長が

「そろそろ例会を始めましょうか」などと言

いながら点鐘も忘れており、用事のない会員

は何時間でも例会場で（例えばヨットクラブ

のクラブハウス）雑談に花が咲き、帰ろうと

しません。ロータリーの例会より友情が大切

なのでしょう。第 2570地区のクラブは例会の

形式は国際ロータリーの手続要覧に忠実で整

っていますが、埼北のクラブは最近出席率が

あまり良くないようです。出席したくなる楽

しいクラブ作りが重要です。 
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RI2570 地区８・９月の粕谷会長スケジュール 2015～2016 年度 

＜入会式＞ ようこそ入間ＲＣへ！ 
(有)カナイメディカル 代表取締役 金井 祐一様 

39歳の若輩者で今年の7月に世代交代をし、

経営者としてもまだまだ未熟者です。至らな

い点や失礼な点が多々あるかと思いますが、

その際には是非、御指導頂ければ嬉しい限り

です。歴史と伝統のある入間ロータリークラ

ブに入会させて頂き誠に有難う御座います。

今後とも宜しくお願い致します。 

「弊社業務内容について」 

病院から処方される処方箋を応需する調剤専

門の薬局と訪問介護事業を運営しております。 

27年 3月期決算で 20期を迎えました。 

調剤薬局部門 14店舗 訪問介護部門 1店舗 

推薦者・繁田光会員 

 

 

■■Ｒ財彰団寄付表彰 

マルチポールハリスフェロー 

  6回目 石川嘉彦会員 

■■新会員推薦認証品贈呈 晝間和弘会員 
 

＜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 

41名 32名 82.1％ 75.7% 

事前欠席連絡 2名 
 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 晝間和弘ＳＡＡ 

石川嘉彦君、西山祐三君、繁田光君、忽滑谷

明君、吉沢誠十君、木下登君～金井さん入会

おめでとう 加藤さん写真ありがとうござい

ます。齋藤金作君、粕谷康彦君、摂田順一君、

岩崎茂君、大野賢次君、友野政彦君、宮寺成

人君、細淵克則君、関谷永久君、滝沢文夫君、

豊田義継君、馬路宏樹君、田中快枝君、後藤

健君～加藤さん写真ありがとうございます。

晝間和弘君～金井さん入会おめでとう ロー

タリーライフを楽しみましょう。後藤健さん

本日お誕生日おめでとう。写真ありがとう。 

本日\23,000 累計\143,000 
 

■回覧、配布物 

① 学友会ニュース 8月号 

② コーディネータニュース 9月号 

③ 10/22地区大会記念チャリティーゴルフ 

④ ハイライトよねやま 185 

⑤ 9/10お月見移動例会出欠表 

⑥ 8/31新狭山ＲＣメーキャップのお誘い 

⑦ ブラザーズ 5申込書 

⑧ 8/14秩父音頭まつり参加風景写真 

⑨ 他クラブ週報＆例会変更のお知らせ 

⑩ 入間ＲＣ週報６号 

2015年 8月 2015年 9月 

日 曜 事業などの内容 日 曜 事業などの内容 

1 土 入間市福祉大会   ―――未定――― 

14 金 秩父音頭まつり    

15 土 秩父音頭まつり  

29 土 職業奉仕･国際奉仕部門合同セミナー 

   


