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＜ビジター・ゲスト＞ 

和光ロータリークラブ 加藤 洋子 様 

加藤  清  様 

 

 

 

 

 

 

★☆★会長の時間 粕谷康彦会長 

９月 18 日(金)第

３グループ第２回会

長幹事会が魚一にて

行われました。 

社会奉仕部門ブライ

ダル委員会ブライダ

ルパーティ登録の案

内があり社会奉仕部

門委員長田中八束さんとブライダル委員会副

委員長の吉永章子会員のお話がありました。

ロータリークラブ主催のブライダルパーティ

について、今回も広く各クラブに働きかけて、

新しい登録者の方を紹介していただきたいと

のことでした。ロータリークラブで開催する

ブライダルパーティは、とても安心なパーテ

ィで登録者はロータリアンの子息、子女、そ

れにロータリアンが自信を持って推薦する

方々が集まっています。登録者の皆様がパー

ティで素敵な方に巡り合えますように、2015

～16 年度現在まで８組の挙式実績があり責

任を持って出会える環境をつくります。 

Ｏ次にガバナー公式訪問およびガバナー補 

佐訪問の内容等について 

 

ＯＩＭ開催について 入間南ロータリークラ 

ブ主催、２月 27日(土)に行われます。 

会場は産業文化センター、実行委員一人を 

各クラブで 10月中旬までに出していただ 

き全員登録でお願いします。 

Ｏガバナー補佐候補者推薦について 

次のガバナー補佐は，所沢東ロータリーク 

ラブの野本さんに決まりました。 

 

９月１９日(土)2015～2016 年度国際ロー

タリー第 2570 地区ロータリー財団部門セミ

ナーが、嵐山の国立女性教育会館で行われま

した。その一部を紹介いたします。 

★ポールハリスソサエティ（ＰＨＳ） 

毎年 1,000ドル以上を年次基金、ポリオプ

ラス財団が承認したグローバル補助金の

いずれかに寄付してくださるロータリー

会員と、ロータリー財団支援者を認証する

ものです。ポールハリスフエローとは、財

団への累積寄付額が 1,000 ドルに達した

場合に寄付者もしくは、寄付者が指定した

ほかの方に贈られる称号です。 

★ロータリー財団の年度目標と動向 

①永久にポリオを撲滅する．野生ポリオウ 

イルスによる発症例を 2018 年までなくす。 

②ロータリー財団に対するロータリアンの認

識(知識、参加、寄付)の向上 ロータリア

ンの継続的な寄付を通じて、ロータリアン

による慈善事業を続けてゆく為に年次基

金、恒久基金、ポリオプラス基金への支援。 

③財団の補助金と六つの重点分野を通じて、 

ロータリーの人道的奉仕の質と影響を高 

める。 
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加藤洋子様のご紹介 吉永章子会員 

 加藤様は東京大学農 

学部醗酵学教室技術補 

佐員の経歴を持たれ食 

育のプロ。食文化研究 

家でいらっしゃいます。 

現在は NPO法人和光市 

食文化研究会代表理事 

と埼玉県立和光高等学校評議委員を務め

られています。又、クラブでは青少年奉仕

委員長、地区においてはアクト委員会副委

員長でご活躍されています。 

2013 年～2014 年の会長時代には名誉ある

「RI会長賞」と「セントラル賞」のダブル

受賞の快挙をなされています。  

 

★幹事報告 忽滑谷明幹事 

1.黒須中学校区地域交流会が 10 月 19 日に開 

催されますが、粕谷会長が出席いたします。

2.次週 10 月１日の例会場を都合により「さく 

ら草ホール」に変更いたします。尚、理事 

会は通常通りの場所です。 

〈お願い事項〉 

① 10月15日に予定しております入間南ＲＣ

との合同親睦ゴルフコンペに参加希望の

方はご連絡をお願いいたします。 

 

★委員長報告 

ロータリー情報委員会 吉永章子委員長 

本日、回覧を回しておりますが、第２回オ

リエンテーションを 10月 20日(火）、中央公

民館にて午後６時 30 分より３階８号室で行

いますので是非ご参加お願い致します。 

親睦活動委員会 細淵克則委員長 

10 月の親睦旅行に是非ご協力宜しくお願

い致します。もう一つ、財団の方で資金管理

の決算報告に審査委員長として出席しており

ますが、そこで話題なるのが、本日いらして

いる和光ロータリーさんの決算報告です。そ

の素晴らしい決算報告を作られたのが今日い

らしている加藤さんです。この場をお借りし

て改めて御礼申し上げます。 

 

プログラム委員会 木下登委員長 

すでに関係者の皆様には連絡が言っており

ますが、10 月 1 日「よへい」で 18 時からプ

ログラム委員会と親睦活動委員会の家庭集会

を開きます。今後の例会と活動の進捗状況に

ついての打ち合わせを行いますので、全員出

席でお願い致します。 

青少年奉仕委員会 後藤賢治委員長 

9 月 12 日 青少年奉仕部門研修セミナーに

行って参りました。高柳ガバナーから、2570

地区ではインターアクト、ロータリーアクト

の活動が他地区と比べて活発でないので、ど

うかより一層の協力のお願いがありました。

現状では52クラブから6クラブがインターア

クトに参加し、8 クラブがロータリーアクト

に参加しています。ＲＹＬＡは声をかけても、

中々受けるクラブがないのが現状です。 

ホストファミリーが少ないのもロータリア

ンの高齢化などの影響があり、ロータリーク

ラブに入っていなくても、ホストファミリー

の興味のある方が、いらっしゃればピックア

ップをお願いしたいと言う事です。 

又、青少年交換の希望者が少なく、県内の

高校などに青少年プロジェクトを宣伝してほ

しい。県の教育委員会から補助金があり、安

く行けることを宣伝してほしい。 

2570 地区はＲＹＬＡの活動が休止してい

ますが、石川パストガバナーの時から、復活

して今現在も続いています。最後に石川パス

トガバナーから総評があり、学生は学校で一

生懸命、楽しく学んで頂き、我々ロータリア

ンはそういう青少年の支えになるように努力

していきたいというお話もありました。どう

かご協力の程、宜しくお願いします。 

 

万燈まつり実行委員会 関谷永久委員 

9/29午後 6時半より万燈まつりの準備委員

会を行ないますので、責任者の方のご出席宜

しくお願い申し上げます。 
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■■■ ■■■ 
 

《13人のファミリー 会長賞ヘの軌跡》 
 

和光ロータリークラブ 加藤 洋子 様 
 

ＲＣ歴は今年で

５年目に入ります、

ロータリーは奥が

深くまだまだ解か

らないことが多く、

壁にぶつかり絶望

したりすることが度々ですが、その時はいつ

も吉永さんにご相談してご指導頂いておりま

す。私の良いところを見つけ励まして下さい

ます。心より尊敬し感謝しております。 

★ＮＰＯ和光市食文化研究会の紹介 

春 菜の花プロジェクト ＲＩ財団補助

金・みどりの埼玉づくり県民提案事業補助金

を活用してみど

り再生プロジェ

クトを立ち上げ

る。和光ＲＣ・

ＮＰＯ法人和光

市食文化研究会とコラボレーション事業 耕

地を再生し、食育に発展させる事業を提案し

埼玉県より３年連続し補助金を交付。 

夏 小麦収穫 11月種蒔き→麦踏み→収穫 

今日のお土産のおまんじゅうは、まさにこの

地粉を使用しております。  今年度からは埼

玉県豊かな地域福祉推進事業補助金を活用し

て、障がい者支援事業に取り組んでいる。(施

設内で販売するパンの原料である強力粉を栽

培中）障がい者支援プロジェクトは３年前か

ら取り組んでいる。 

秋 ルバーブ収穫・ジャムを作り市民祭り等

で販売、また障害者にジャムを作り指導を行

い施設内での販売までも行うようになった。 

冬 沢庵漬け・

10 年以上続い

ている人気のプ

ロジェクト。昨

年は 400人以上

の幼稚園児・保育園児・障がい者が参加の年

中行事になっています。障がい者施設内で沢

庵漬けの販売までも行うようになった。 

これらすべて埼玉県の補助金事業として実

施。27 年度はふるさと納税を活用して実施。 

私は 2013～2014年度に会長を務めました。

加藤年度のスローガンは「共に汗し活動の輪

を広げよう」私はＮＰＯ法人 和光市食文化

研究会で培った食育・地産地消の活動をロー

タリークラブの親睦や、社会奉仕活動に展開

して行きました。それでは会長賞受賞の対象

となった活動をご紹介致します。 

2013 年 ９月 和光福祉会「敬老式典」協

力・支援・自家製小麦→紅白まんじゅう贈呈

(毎年実施）「朝粥付き早朝ウォーキング」も

ずく粥に梅干しを付けました。(紅梅の梅干し）

山形産有機米・利尻昆布のだし ウォーキン

グを通し健康と地域交流を目的に企画２年目

はあずき粥、和光市体育協会と連携 

11 月 和光市民祭り参加「被災地支援活動」 

被災者が山形県新庄市で栽培した「まける

米」震災なんかに負けるまい‼を販売し被災者

支援を呼びかけた。「国際交流」創立 34周年

記念例会に姉妹クラブ「台中大屯扶輪社」の

会員 36名参加、ニコニコを頂く。両クラブは

32 年間欠かさず毎年お互いに例会に参加し

親交・信頼関係を深めている。東京ドームホ

テル(懐石料理・琴・尺八演奏でおもてなし）

2014年 ３月 「国際奉仕」和光市高校生の

台湾ホームステイ（春休みに１週間 男子３

名・女子７名参加）☆台北・台中・台南の地

理・歴史文化や伝統を学びました。なにより

財産になったのは、台湾の皆様の心の豊か

さ・温かさ・深い思いやりの心でした。
よ う ぱ ん ぐ
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会長のリーダーシップ、及び会員の皆様のチ

ームワーク、奉仕の精神の高さに敬意。 

台中大屯扶輪社・香港ＲＣ・「和光ＲＣとの

連携・協力による弱者支援活動 

４月 菜の花プロジェクト(種蒔き・お花

見・収穫・油搾りまで）加藤年度のスローガ

ンは「共に汗し活動の輪を広げよう」４月 14

日菜の花畑で移動例会・和光市福祉の里・和

光病院・広沢保育園・食文化研究会等 60 名

余り参加 野外レストラン設営→すいと

ん・甘酒でお花見 

５月 「青少年奉仕」インターアクト 

和光国際高校との合同奉仕 

６月 親睦の最終例会  

ホームコンサート・食事会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜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 29名 76.3％ 64.9% 

事前欠席連絡 2名 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 晝間和弘ＳＡＡ 

加藤洋子様～本日は卓話にお招きいただきあ

りがとうございます。皆様と楽しくロータリ

ータイムを過ごしたいと思います。どうぞよ

ろしくお願い申し上げます。 

粕谷康彦君、加藤国夫君、吉永章子君、後藤

賢治君、後藤健君～和光ＲＣパスト会長 加藤

洋子様ようこそお出で下さいました。誠にあ

りがとうございます。卓話宜しくお願いいた

します。 

豊田義継君～旧軽井沢ゴルフクラブのシニア

選手権とグランドシニア選手権の2つのタイ

トルを取りました。 

友野政彦君、馬路宏樹君～早退いたします。 

本日\19,000 累計\219,000 

 

■回覧、配布物 

① ブライダル委員会 8組の挙式実績 

② 10/20第 2回Ｒ情報委員会研修会出欠表 

③ 10/8,9秋の飛騨高山祭出欠表 

④ ロータリーの友英語版注文書 

⑤ 本日の卓話資料 

⑥ 他クラブ週報＆例会変更のお知らせ 

⑦ 入間ＲＣ週報 11号 

 

 

 

 

 

2015年 9月 2015年 10月 

日 曜 事業などの内容 日 曜 事業などの内容 

12 土 第 1回地区青少年奉仕部門セミナー 7 水 入間市戦没追悼式 

19 土 ロータリー財団部門セミナー 19 月 黒須中学校区地域交流会 

26 土 社会奉仕部門研修セミナー 22 木 地区大会記念チャリティーゴルフコンペ 

26 土 ＲＬＩセミナーパートⅠ  

27 日 第１回公共イメージセミナー 

27 日 米山１日研修旅行 

   

RI2570 地区９・１０月の粕谷会長スケジュール 2015～2016 年度 


