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＜ビジター・ゲスト＞ 

入間クリーンセンター 所長 秋元 満 様 
 

■■■クラブ年次総会■■■ 
宮寺成人指名委員長 

入間 RC細則第 3条第 1節により、委員長・宮

寺成人、委員・吉永章子､友野政彦、加藤国夫の

4名にて 11/24に指名委員会を開催、第 1号議

案 入間 RCノミニ－に関谷会員を指名。第 2号

議案 入間 RCデジグネートに齋藤栄作会員を指

名しましたのでご審議お願いします。 

○総会にて全会一致で承認されました。 
 

西山祐三エレクト 

次年度の五大奉仕委員長

を発表いたします。皆様のご

協力宜しくお願い致します。 

 

 

★☆★会長の時間 粕谷康彦会長 

11 月 25 日（水）年末年始特別警戒取り締ま

り、並びに冬の交通事故防止運動の出陣式が入

間市、狭山市両市での合同開催で、狭山市交通

コミュニテイホールで行われました。狭山警察

署署長藤井孝雄さんの挨拶の後、犯罪防止、交

通事故防止、振り込め詐欺、飲酒運転防止等の

お話がありました。防犯活動では、最近特にタ 

イヤ泥棒、野菜泥棒、自転車事故が多発してい

るとのことでした。交通事故においては現在８

名の死亡事故が発生しており、このうち高齢者

の事故が目立って多くなっています。一日警察

署長の TBSアナウンサー加藤シルビアさんが、 

 

高齢者の事故が年々増加している事をアピール

していました。この後、狭山市駅周辺をパトロ

ールし、パトロールカーも数多く出動しました。

安心安全に暮らせる街でありたいと思います。 

11 月 26 日（木）

2015～2016 年度ロ

ータリー財団補助金

申請事業、発達障が

い児支援事業である

入間市教育委員会研

究所の教育事業、発

達障がい児教材のヘ

ッドホーン（イヤー

マフ）16個をおくり、感謝状の贈呈式が産業文

化センターで行われました。社会奉仕委員会、

広報委員会、Ｒ財団委員会の委員長、委員、７

名が例会後出席していただきました。教育長、

校長先生、他多くの教育関係者がお集まりいた

だき、ヘッドホーン教材を有効に使わせていた

だきます。と感謝の言葉を述べておられました。

支援事業の一環として奉仕に協力して勉強の手

助けになればと願っています。 

11 月 29 日（日）黒須中学校「神山龍一君の

相撲日本一を祝う会」がプリーツ・ドットアイ

の会場で行われお祝いに参加してまいりまし

た。第 47回全国中学校体育大会、第 45回全国

中学校相撲選手権大会に於いて、黒須中学校相

撲部神山龍一君が個人の部で優勝し、第 45 代

中学横綱の称号を得る成果を成し遂げました。

出席者は 130名、盛大な会でありました。神山

龍一君は負けん気が強く、身長 178ｃｍ、体重

136ｋｇの恵まれた体格が武器であるそうです。

将来入間市から大相撲の横綱が誕生するのも

夢ではないかもしれません。楽しみに応援した

いと思います。 

クラブ奉仕委員長 齋藤栄作会員 

職業奉仕委員長 滝沢文夫会員 

社会奉仕委員長 豊田義継会員 

国際奉仕委員長 晝間和弘会員 

青少年奉仕委員長 忽滑谷明会員 
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■■■ ■■■ 

《ごみについて考える!》 

 ～みんなの知恵と力で目指す循環型社会～ 

 ごみ減量 できることから始めよう 

入間クリーンセンター所長 秋元 満 様 

総合クリーン

センターは、廃

棄物の減量と資

源の有効利用を

推進するととも

に、廃棄物を処

理することで快

適な環境を保持

していくために

継続した取り組

みを行っており

ます。本日の卓話もごみ減量の啓発活動の一つ

として考えております。このような機会を与え

ていただきました事にまず感謝申し上げます。 

さて入間市内で発生するごみ量は平成 13 年

度をピークに徐々に減少傾向にあります。 平成

26年度では 45,590トン、前年度と比較すると

868トン、率にして 1.9パーセントの減量が図

られました。また市民 1 人一日当りに換算する

とごみ排出量は、832 グラムになり、前年度と

比較すると 15グラムの減となり平成 25年度に

引き続き減少となっております。ごみの内訳を

見てみると約 75% が可燃ごみです。可燃ごみの

内訳をみてみると紙類が 47 %を占めています。

全国的な調査に

よると、紙ごみ

の内 15～20 %は

資源化できると

言われています。

この紙ごみをし

っかり分別して

資源化につなげ

られれば、その分の処理費用がかからないうえ

に、C0 2の削減や最終処分場の延命化にもつな

がります。また、分別された紙類は資源物とし

て売却し市の収入となります。このようなこと

から現在クリーンセンターでは、雑がみの回収

に力を入れております。 

また、ごみの減量のために力を入れているも

う一つの柱は、３Ｒ運動の推進です。３Ｒとは、

リデュース（発生抑制）、リユース（再使用）、

リサイクル（再資源化）の頭文字をとったもの

です。リサイクルという言葉が浸透し、ごみを

減らすには、 リサイクルすればよいと思いがち

ですが、リサイクルには膨大なエネルギーと費

用がかかります。したがってリサイクルは最後

の手段であり、リサイクルの前にリデュース、

リユースに取り組むことがごみ減量のポイント

になりますので皆様のご協力をお願いします。 

ごみの減量は、焼却

費用の削減の他焼却施

設や最終処分場の延命

化にもつながりますの

で、これからもごみ減

量に真剣に取り組んで

いきたいと考えており

ます。 

 

～ 入間市では一人 1日 100ｇのごみ減量 

      運動を推進しています。～ 

ごみを減らすためのポイントは 3Ｒ 

使用しているスマートフォンからアプリ（入間市ご

み分別アプリと入力）をダウンロードし、あなたの

住んでいる

地域を登録

してくださ

い。 

あなたの住

んでいる地

域の、■週

ごとや月ご

との収集カ

レンダーをみることが出来るほか、前日や当日の

決められた時間に、■どのごみを出す日なのか

を通知するアラート機能もあり、ごみの出し忘れ

を防止することができます。また、■ごみの出し

方、五十音順で検索できる■ごみ分別事典、クリ

ーンセンターに寄せられる■よくある質問、■ご

みに関する情報等がみられますので、ぜひご活

用ください。 
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★幹事報告 忽滑谷明幹事 

第６回定例理事会〈協議事項〉 

1.２月プログラム粕谷会長より発表後承認 

 （2/18は移動例会,2/25は 2/27の IMに振替） 

2.万燈まつり会計報告 西山実行委員長より説

明後承認 

3.2017～18年度ガバナー推薦の指名委員につ 

 いて賛成する事に承認 

〈報告事項〉 

①12/6米山記念奨学部門第 2回カウンセラー 

 会議、忽滑谷、田中会員出席予定 

 クリスマス会 忽滑谷、田中、宮寺会員、 

 奨学生 チャン出席予定 

②12/6来日派遣学生オリエンテーション欠席

③各中学校区地域交流会について 

 12/8(火)西武中学校区は馬路会員 

 12/11(金)豊岡中学校区は会長 

      東金子中学校区は滝沢会員 

 12/18(金)東町中学校区は会長 

   それぞれ出席予定 

④1/7(木)入間基地新年賀詞交歓会、 

 1/19(火)入間青年会議所賀詞交歓会は会長  

 が出席予定 

〈お願い事項〉 

 ガバナーエレクト承認の件、ガバナーノミニ

ー辞任の件、地区大会の日程、国際大会の案内

等についての書類を回覧していますのでご覧下

さい。 

 

★委員長報告 

会報雑誌委員会 岩崎茂委員長 

ヨコ組み ３Ｐ 

1.RI会長メッセージ 

12 月クリスマスの月にふさわしいこころの

あたたかくなる RI会長メッセージが載って

います。じっくりと読み味わってください。 

ヨコ組み ２５Pから 

2.公益財団法人 ロータリー日本財団の平成

26 年度事業報告書をご覧ください。はじめ

て、16億円を超えた事・寄付の総件数が 10

万件おこえた事。初めてづく目のことがここ

で報告されています。全国のロータリアンの

力の結集の素晴らしさを見る思いです。これ

らが何よりも有効に使われることを願って

います。 

タテ組み 4Ｐ 

3.いじめが原因での小中学生の自殺。この悲惨

なニュースを聞くたびにやり切れない気持

ちに襲われます。「いじめ予防について考え

る」と題して専門家の意見が 5ページにわた

り収録されています。 

タテ組み 15Ｐ 

4.バナー自慢 

このカコミ記事から「東京紀尾井町」の名前

の由来を学ぶことができました。以前知人が、

ここに事務所を持っていたことがこの町名

に興味を持った理由です。 

 

親睦活動委員会 細淵克則委員長 

17 日のクリスマス家族例会はお陰様で 76 名

の参加を頂きました。皆さんにプレゼントも用

意していますので楽しんでいただけると思いま

す。それに伴いまして本日の６時半より合同家

庭集会を開きますので、ご協力宜しくお願い致

します。 

12月1日にロータリー財団のゾーンセミナー

があり、北海道から九州の財団関係者が集まり

ました。金子ゆかさんの活躍の話などをリアル

タイムで教えてくれ、年一回のゾーンセミナー

は非常に参考になったことをご報告いたします。 

 

プログラム委員会 木下登委員長 

2 月の例会プログラムを発表させて頂きます。

4 日は奨学生のチャンさんに卓話をお願いして

います。11日は祭日でお休みです。18日は長徳

寺で座禅移動例会を馬路宏樹会員にお願いして

います。25 日は 27 日のＩＭ参加の振替となり

ます。繰り返しになりますが、親睦、ロータリ

ー美術館、プログラム委員会の合同家庭集会を

本日 6時半より開催いたしますので出席宜しく

お願い致します。 

 

吉沢誠十会員 

入間基地の雇用対策協議会が 30 周年を迎え

ました。先日記念行事を行いましたが、それに

プラスして記念コンサートを 12月 18日入間市

市民会館にて開くことになりました。興味のあ

る方、また素晴らしい中部航空音楽隊の演奏な

どが聞けますので、是非お声掛けしておいで下

さい。パンフレットを後ほどお配りします。 
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＜今月のお祝い＞ 

会員誕生日 

石川嘉彦君     忽滑谷明君 

滝沢文夫君     木 下 登 君  

加藤国夫君       細淵克則君   

荒井正武君    晝間和弘君 

夫人誕生日 
齋藤秀子様       西山晴世様 

宮寺美智子様  

 

＜１月プログラム＞
 

 

＜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 

42名 29名 72.5％ 82.5％ 

事前欠席連絡 3名 
 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 晝間和弘ＳＡＡ 

粕谷康彦君、滝沢文夫君～入間クリーンセンタ

ー秋元様大変お忙しい中、入間ＲＣの例会に出

席いただきありがとうございます。環境に関す

るお話をお願い致します。 

岩崎茂君～ロータリーバッチを付けずに来てし

まいました。 

晝間和弘君～忽滑谷幹事たすきを準備せずに申

し訳ございません。 

本日\53,000 累計\441,000 

 

★ＲＬＩ研修セミナー パートⅡ受講修了書 

 馬路宏樹会員 

 

 

 

■回覧、配布物 

① ロータリーの友 12月号 

② RI2570地区 地区大会のご案内 

③ RI2570地区交通安全幟旗事業について 

④ RI2570地区ガバナーノミニー辞任について 

⑤ 黒須中神山龍一君の日本一を祝う会 

⑥ 2014-15年度「一般社団法人ロータリーの友」

事業報告 

⑦ 2820地区からの鬼怒川水害見舞いお礼 

⑧ 12/10家族コンサート例会出欠表 

⑨ 高柳ガバナーからの熊谷ＲＣ前嶋様ＲＬＩ

2570地区ガバナーエレクト任命のお知らせ 

⑩ 本日の卓話資料 

⑪ 他クラブ週報 

⑫ 入間ＲＣ週報 21号 

 

 

 

 

 内 容 

7日 
第 回クラブ協議会

各小委員長事業報告 

14日 
市長年頭所感  

ロータリー美術館 

21日 
講師卓話 

所沢税務署・中田義直署長          

28日 新年会 夜間例会 

2015年 12月 2016年 1月 

日 曜 事業などの内容 日 曜 事業などの内容 

11 金 豊岡中学校区地域交流会 7 木 入間基地新年賀詞交歓会 

18 金 東町中学校区地域交流会 19 火 入間青年会議所賀詞交歓会 

    

    

   

    

RI2570地区 12・1月の粕谷会長スケジュール 2015～2016 年度 


