２９００回例会

２０１６年 １月 14 日（木）

＜ビジター・ゲスト＞
入 間 市 長

田中 龍夫 様

★☆★会長の時間

粕谷康彦会長
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来、通算４回目で金正恩体制下では２回目、今
回は地下核実験だった。小型化された水素爆
弾の威力を科学的に解明し、最強の核抑止力
を備えたと強調した。発表が事実とすれば水

田中市長、新年

爆実験は初めてである。

あけましておめで

今年こそ世界が平和で良い年でありますよ

とうございます。
お忙しいところお

う願っております。

越しくださいまし

★幹事報告

てありがとうござ

〈お願い事項〉

忽滑谷明幹事

3/27 の地区大会の出欠席をバスの手配の関

います。入間市行

係上、本日中に記入お願いいたします。

政の方針をお話し
ください。
日で、木下プログラム委員長が、市長、各会員

★委員長報告
ロータリー情報委員会
友野政彦委員
粕谷年度の上期（9/15・10/20・11/17）のオ

の皆様にお菓子を提供してくださいました。

リエンテーションは基礎からの学びとなりま

お気遣いを感謝いたします。

した。下期は入間ロータリークラブが理想的

今日は例会第２９００回という記念すべき

１月７日（木）入間基地新年賀詞交歓会に出

なクラブであり続ける為に全メンバーを対象

席して参りました。入間基地指令空将補山本

に研修会を開催します。2/16（火）はロータリ

祐一様の挨拶と、荻野喜美雄航友会会長の挨

ー財団と米山記念奨学会です。3/15（火）はク

拶、そして国会議員の紹介があり、大変賑やか

ラブ奉仕と社会奉仕です。地区でもご活躍の

な時を過ごしました。

クラブメンバーの皆様方にご協力を頂けまし

１月１３日（水）入間市商工会会員交流賀詞

たので忌憚なきご意見や質問を当日はご用意

交歓会が丸広さくら草ホールにて行われ、出

下さい。

席してまいりました。第１部講演会は入間Ｒ

中央公民館、３階８号室にて午後６時 30 分

Ｃ会員の宮寺会計事務所所長、税理士宮寺成

より開催します。本日、研修会の出欠用紙を回

人氏による「中小企業のためのマイナンバー

覧しましたので宜しくお願いします。

制度の概要」を説明してくださいました。第２

会報・雑誌委員会

部は会員交流賀詞交歓会が賑やかにおこなわ

ヨコ組み７頁

れました。

職業奉仕月間にちなんで

ひとたび海外に目を向けますと、北朝鮮が

岩崎茂委員長

小中学校の教職員の企業研修を支援の記事

６日正午朝鮮中央テレビを通じて特別重大報

（神奈川県横浜市・川崎市）

道を行い、水爆実験を実施したと発表しまし

民間企業に入って経営理念や人材育成などを

た。北朝鮮の核実験実施は、２０１３年２月以

直接体験することで、学校経営を視野に入れた
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広い見識を習得することを目的に、１４年間続

＜出席報告＞

いている。この研修がどんな効果をもたらす

会員数

出席数

出席率

前回修正率

か・・その答えは“声”の欄を一読ください。

41 名

30 名

78.9％

74.4%

このほか職業奉仕に関する記事が１４頁までを

馬路宏樹委員長

事前欠席連絡 3 名

使って掲載されています。
ヨコ組み１８頁

＜ニコニコＢＯＸ＞
晝間和弘ＳＡＡ
田中龍夫様～今年もよろしくお願いします。
粕谷康彦君、石川嘉彦君、忽滑谷明君、関谷永
久君、木下登君、後藤賢治君、晝間和弘君～田
中市長お忙しい中お越し下さいましてありが
とうございます。市制のお話し楽しみにして
います。加藤さん写真ありがとうございます。
荒井正武君～新年あけましておめでとうござ
います。よろしくお願い申し上げます。写真あ
りがとうございます。
岩崎茂君～田中市長ご来訪心から歓迎いたし
ます。講話楽しみにしております。
繁田光君～本日のロータリー美術館にご協力
ありがとうございます。
齊藤福太郎君、山根宏夫君、山岸義弘君、友野
政彦君、大野賢次君、細淵克則君、宮寺成人君
西山祐三君、宮崎正文君、田中快枝君～写真あ
りがとうございます。
本日\23,000
累計\551,869

東松山ロータリークラブ支援事業
「日本スリーデーマーチ」
この事業の支援には東松山むさしＲＣも参
加しロータリー色いっぱいの事業で、１８Ｐ・
１９Ｐには数多くの写真が掲載されて、その
中には髙栁ガバナーをはじめ顔なじみのメン
バーが登場しています。大いに２５７０地区
の存在をアピールしています。何より特筆す
べきは今回３８回目を迎えた中で３６回を支
援してきた実績に敬服しました。
タテ組み ４Ｐ～８Ｐ
日本酒のお話
お正月

皆さんはお酒をよく飲まれたこと

と思います。ビールでしたか、日本酒でしたか
それともワイン？
国内で消費されるアルコール飲料のうち日本
酒のシェァは６％とのこと。今後ますますそ
の消費量は少なくなることが予測される。そ

■回覧、配布物

こでロータリアンの久慈社長は次々とアイデ

① ロータリーの友 2016 年 1 月号

アで新企画を打ち出した。今進めているのは

② コーディネーターニュース 2016 年 2 月号

「日本酒で世界に挑戦しよう」と久慈社長自

③ 国際交流ＮＥＷＳ №95

らが先発隊長として、日本酒を啓蒙・普及させ

④ 交通安全啓発幟旗事業追加申し込み表

るため海外へ。日本酒の海外需要の伸び率は

⑤ 1/28 新年会出欠表

すごいものだという。このトップ記事は私た

⑥ 3/27 地区大会(2 日目本会議)出欠表

ちに経営のヒントと勇気を与えてくれる内容

⑦ 2/16 第 4 回Ｒ情報研修会出欠表

が詰め込まれていますからじっくりと読み味

⑧ 3/15 第 5 回Ｒ情報研修会出欠表

わってください。

⑨ クリスマス家族例会会計報告

プログラム委員会

⑩ 他クラブ週報＆例会変更のお知らせ

木下登委員長

⑪ 入間ＲＣ週報２６号

1/21 に親睦活動委員会との合同家庭集会を

⑫ 2900 回例会・ロータリー美術館 40 周年

行います。内容は前期の反省と、これからの事

記念ケーキ

業運営です。その後新年懇親会を合同で行い
ますので他のメンバーの方々も是非奮っての
参加お願いします。又、本日は 2900 回例会とロ
ータリー美術館 40 周年です。記念を祝ってケー
キを用意いたしました。市長はじめ皆さんお持
ち帰りになってください。
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■■■ 講

師 卓

話 ■■■

しもします、補助も出しますと言ってきてい

『年 頭 所 感』

入間市長

田中

ます。三月まで決めなくてはなりませんので、

龍夫様

今議論し合い準備しております。

本日はロータリー
美術館を見せていた

統計をみますと、入間市から出ていく年代

だき、毎回素晴らしい

は２０代が多く、これから働く人たちが、学校

刺激を受け勉強にな

を卒業して就職や結婚で一回出ていっている。

っております。

反対に入って来る世代は３０代が多い。２０

今年は「市制施行 50

代の若い人たちが踏みとどまって、３０代の

周年」という節目の年

人たちが戻って来て、子どもを産み、子育てが

を迎えます。この記念

しやすい街にしなければならない。それには
教育が一番大事だと感じています。

すべき年を皆様と祝うとともに、これから先

働く場をしっかり作り、格差を是正し、下村

50 年の未来を見通し、入間市の魅力を発信し、
住みやすさが実感できる魅力あるまちづくり、

文部大臣が言っております、今の小学生が大

市民が文化の香りを感じながら心身ともに充

学を卒業する頃には 65％の仕事がなくなって

実した生活が営めるまち「入間市」を目指して

いることを踏まえ、しっかりしたデーターの

まいる所存でありますので、ご理解とご協力

中から国が進むべき道を変革して、一緒に施

を賜りますようお願い申し上げます。

行いく必要があると思います。

最初に入間市の新観光大使

入間市として今年は決めなくてはならない

のキャラクターが決定して名

ことがいっぱいあります。地方創成の総合戦

前を 2/11 迄募集しておりま

略・更なる 10 年に向けての総合計画。
又、入間市で色々な公共施設ができたのは、

すので奮っての応募よろしく
お願いします。新観光大使は、

昭和 40 年代から 60 年代にかけてで、施設の

250 名様より計 306 点の作品

老朽化に伴いこれからの管理運営方法のマネ

が寄せられ、観光大使選定会

ージメント白書を作りました。それに基づい

をおいて、入間市の「相撲文化」と市の鳥「ひ

て施設運営に努め、耐震化が終わっていない

ばり」をモチーフにしたお相撲が大好きなひ

学校の中の施設の調査予算化。又、市民会館と

ばりの男の子に決定しました。

市役所の耐震化がまだ終わっておりませんの

これからは人口が減ってくることを自覚し

で、色々な案をだし、今年の 6 月ごろまで方向

て政策を立てていかなくては、いけない大事

性を決め、腹を括ってやろうと考えていると

な時期になっていると考えます。15～49 歳ま

ころです。
過去 50 年に思いを馳せ感謝しながら、節目

での女性の年齢別出生率を合計した「合計特
殊出生率」は国全体では 26 年度は 1.42、埼玉

の年にさせていただきたいと思います。

県は 1.30、入間市は 1.18 です。アンケートを

最後にこれからの行事計画をお知らせします。

取りますと生みたいと思っているご夫婦は

・3/26.27 50 周年記念ドラマフェスタ

1.82 です。人口が減らない為には 2.07 に国は

・7.8 月 ラジオ体操等

上げていく方針を出しています。今の日本人

・9/25 第一回ワンデーマーチ

の人口は１億 2688 万人で、2060 年には 8,674

・10/7 大相撲入間場所

万人になるものと見込まれており、入間市も

・10/29.30

何もしなければ、2060 年には人口が 10 万を切

・11/5 市制 50 周年記念式典

万頭まつり(花火打ち上げ)
等

以上、皆様の今後ますますのご健勝を祈念し、

ってしまうデーターが出ています。国の方か
らも昨年から指示があり、27 年度から５年間

今年も良い年であることを願ってご挨拶とい

で人口が減らない良い政策をすれば国が後押

たします。
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ロータリー美術館

40周年

新春恒例のロータリー美術館を開催。
齋藤金作会員所蔵の、北村西望さん作な
どの干支彫刻や、石川会員、吉沢会員、
忽滑谷幹事が新年に相応しい品を披露さ
れ田中入間市長と共に鑑賞しました。

RI2570 地区 1・2 月の粕谷会長スケジュール 2015～2016 年度
2016 年 1 月

2016 年 2 月

日

曜

事業などの内容

日

曜

7

木 入間基地新年賀詞交歓会

18

木 地域交流研修会

13

水 入間市商工会賀詞交歓会

19

火 入間青年会議所賀詞交歓会

23

土 RLI セミナーパートⅢ
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事業などの内容

